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本書の目的

本書は、“Interstage Job Workload Server バッチ実行基盤（Java）”です。

本書は、Interstage Job Workload Serverの環境で動作するバッチ実行基盤（Java）の概要、機能、環境作成、アプリケーション開発、運

用、コマンド、およびメッセージについて、説明します。

本書は、Interstage Job Workload Serverのバッチ実行基盤（Java）を利用するシステムの設計、開発、運用、および保守される方を対象

としています。

 
前提知識

本書を読む場合、以下の知識が必要です。

・ 使用するOSに関する基本的な知識

・ Javaに関する基本的な知識

・ Interstage Studioに関する基本的な知識

・ Systemwalker Operation Managerに関する基本的な知識

・ リレーショナルデータベースに関する基本的な知識

・ Interstage Application Serverに関する基本的な知識

・ クラスタに関する基本的な知識

 
本書の構成

本書は、次のように構成されています。

第1部 機能説明

第1章 概要

バッチ実行基盤（Java）の概要について説明します。

第2章 機能

バッチ実行基盤（Java）の機能について説明します。

第3章 導入・運用・保守

バッチ実行基盤（Java）の導入・運用・保守の概要について説明します。

第4章 Interstage以外でバッチ実行基盤(Java)を使用する方法

Interstage以外でバッチ実行環境（Java）を使用する方法の概要について説明します。

第2部 セットアップ

第5章 バッチ実行環境のセットアップ

バッチ実行基盤（Java）を利用した業務システムの環境作成方法について説明します。

第3部 アプリケーション開発

第6章 アプリケーション連携フロープロジェクトの作成

フロー定義や業務処理実行アプリケーションを開発するためのアプリケーション連携フロープロジェクトについて説明します。

第7章 フロー定義の作成

フローを実行するために必要なフロー定義の開発について説明します。

第8章 業務処理実行アプリケーションの作成

フローで実行する業務処理実行アプリケーションの開発について説明します。

第9章 業務処理開始アプリケーションの作成

フローの実行を起動する業務処理開始アプリケーションの開発について説明します。

第4部 運用

第10章 バッチ実行環境の運用

バッチ実行基盤（Java）を利用した業務システムの運用・保守について説明します。
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第5部 クラスタシステム

第11章 クラスタシステムの環境作成・運用

バッチ実行基盤（Java）をクラスタ環境で使用する場合の概要、環境作成について説明します。

第6部 Interstage以外でのバッチ実行基盤(Java)の使用

第12章 概要(Interstage以外のJavaEE環境)
Interstage以外でバッチ実行基盤（Java）を使用する場合の概要について説明します。

第13章 バッチ実行環境のセットアップ(Interstage以外のJavaEE環境)
Interstage以外でバッチ実行基盤（Java）を使用する場合の業務システムの環境作成方法について説明します。

第14章 アプリケーション開発(Interstage以外のJavaEE環境)
Interstage以外でバッチ実行基盤（Java）を使用する場合のフロー定義、業務処理実行アプリケーション、および業務処理開始アプリ

ケーションの開発について説明します。

第15章 運用・保守(Interstage以外のJavaEE環境)
Interstage以外でバッチ実行基盤（Java）を使用する場合の運用・保守について説明します。

第7部 リファレンス

第16章 コマンドリファレンス

バッチ実行基盤（Java）が提供するコマンドについて説明します。

第17章 APIリファレンス

バッチ実行基盤（Java）が提供するAPIについて説明します。

第8部 メッセージ集

第18章 メッセージの概要

メッセージの概要について説明します。

第19章 メッセージ番号がFSP_INTS-BAS_APで始まるメッセージ

FSP_INTS-BAS_APで始まるメッセージを番号順に説明します。

第20章 メッセージ番号がFSP_INTS-BAS_DEVで始まるメッセージ

FSP_INTS-BAS_DEVで始まるメッセージを番号順に説明します。

付録A サンプル

バッチ実行基盤（Java）のサンプルの内容、実行手順について説明します。

付録B Systemwalker Operation Managerとの連携

ジョブスケジューラーとしてSystemwalker Operation Managerを使用する場合の環境作成、運用について説明します。

付録C 定義規約

フロー定義の定義規約について説明します。

付録D フローを実行するために必要な環境設定

フローを実行するために必要な環境設定について説明します。

付録E 謝辞、免責文、ライセンス文

バッチ実行基盤(Java)に関わる謝辞、免責文そしてライセンス文について記載します。

用語集

バッチ実行基盤（Java）における重要な用語、および製品固有の用語について説明します。

 
製品名称

本書では、以下の製品名称を略称で表記しています。

製品名称 略称

Interstage Application Server 9.2 Interstage

Interstage Studio Enterprise Edition 9.0/9.1/9.2 Interstage Studio

Xerces 2.6.2 Xerces
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製品名称 略称

BEA WebLogic Server(R) 10 WebLogic、
またはWebLogic Server

Java 2 SDK, Standard Edition、および

Java Development Kit
JDK

Java 2 Runtime Environment, Standard Edition、および

Java Runtime Environment
JRE

Systemwalker Operation Manager Enterprise Edition V13.3.0 Systemwalker Operation Manager

Symfoware Server Enterprise Edition 8.0/9.0/9.1
Symfoware Server Enterprise Extended Edition 8.0/9.0/9.1

Symfoware Server Enterprise Edition 8.0/9.1

Symfoware Server

Oracle Database 10g Standard Edition、および

Oracle Database 10g Enterprise Edition
Oracle、
またはOracle10g

Oracle Database 11g Standard Edition、および

Oracle Database 11g Enterprise Edition
Oracle、
またはOracle11g

Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional、
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server、
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64
Edition、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Foundation
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Foundation
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-
V、

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-
V、

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter without Hyper-
V、

Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition、
Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition、
Microsoft(R) Windows(R) XP Professional、
Windows Vista(R) Ultimate、
Windows Vista(R) Business、
Windows Vista(R) Home Premium、

Windows Vista(R) Home Basic、
Windows Vista(R) Enterprise、
Windows(R) 7 Home Premium、

Windows
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製品名称 略称

Windows(R) 7 Professional、
Windows(R) 7 Enterprise、および

Windows(R) 7 Ultimate

Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server、
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server、および

Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional

Windows 2000

Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition、
Microsoft(R) Windows(R) XP Professional、および

Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition

Windows XP

Windows Vista(R) Ultimate、
Windows Vista(R) Business、
Windows Vista(R) Home Premium、

Windows Vista(R) Home Basic、および

Windows Vista(R) Enterprise

Windows Vista

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition、お
よび

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition

Windows Server 2003、
またはWindows Server

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Foundation、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Foundation、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-
V、

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise、
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-
V、

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter、および

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter without Hyper-V

Windows Server 2008、
またはWindows Server

Solaris(TM) オペレーティングシステム Solaris

Solaris(TM) 10 オペレーティングシステム Solaris 10

Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for Itanium)
Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel Itanium)
Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)

Linux

 
登録商標

・ Microsoft、Active Directory、ActiveX、Excel、Internet Explorer、MS-DOS、MSDN、 Visual Basic、Visual C++、Visual Studio、
Windows、Windows NT、Windows Server、Windows Vista、Win32は、米国およびその他の国における 米国Microsoft Corporation
の商標または登録商標です。

・ Sun、Sun Microsystems、Sunロゴ、SolarisおよびすべてのSolarisに関連する商標及びロゴは、米国およびその他の国における 米国

Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

・ UNIXは、米国およびその他の国における オープン・グループの商標または登録商標です。

・ Javaおよびその他のJavaを含む商標は、米国およびその他の国における 米国Sun Microsystems, Inc.の商標です。
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・ CORBAは、米国およびその他の国における Object Management Groupの商標または登録商標です。

・ Interstage、ObjectDirector、Symfoware、Systemwalker、TraficDirectorは、富士通株式会社の商標です。

・ Oracleは、米国ORACLE Corporationの商標または登録商標です。

・ Linuxは、米国およびその他の国における Linus Torvaldsの商標または登録商標です。

・ BEA、BEA Weblogic、BEA Weblogic Serverは、BEA Systems, Inc.の商標または登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名、システム名等は一般に各社の商標または登録商標です。

 
注意事項

例について

本書で記述されている例は、読者の理解を深めることが目的であり、読者の理解に寄与する範囲だけに限定していることがありま

す。

したがって、例で指定しているパラメーターの値や、出力結果の例が完全にそのまま実運用で使用できるわけではありません。実

際の運用環境、および目的に合った値に読み替えてご使用ください。

同梱される機能について

本製品には、以下の製品機能の一部が同梱されていますが、バッチシステム以外の用途で使用できません。

－ Interstage Business Application Server

なお、本製品には、以下の製品機能が同梱されており、バッチシステム以外の用途でも使用することができます。

－ Interstage Application Server Enterprise Edition

本製品には、以下の製品機能の一部が同梱されていますが、バッチシステム以外の用途で使用できません。

－ Interstage Business Application Server

－ Interstage Application Server Enterprise Edition

 
輸出許可

本書を輸出または提供する場合は、外国為替および外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続

きをおとりください。

 
お願い

本書を無断で他に転載しないようお願いします。

本書は予告なしに変更されることがあります。

 
著作権

Copyright 2008-2010 FUJITSU LIMITED

2010年1月  第3版

 
変更履歴

追加・変更内容 変更箇所 マニュアルコード

V9.2.0提供機能を追加しました。 － J2X1-7456-10Z0(00)
J2X1-7456-10Z2(00)
J2X1-7290-04Z9(00)
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追加・変更内容 変更箇所 マニュアルコード

必要な環境変数について記事を追加しました。 “5.1 バッチ実行環境の作成” J2X1-7456-10Z0(01)
J2X1-7456-10Z2(01)
J2X1-7290-04Z9(01)

 

本書の読み方
バッチ実行基盤(Java)を利用する場合、担当者の作業内容に応じて、以下のようにお読みください。

 
担当者ごとに必ず読んでいただくマニュアル

担当者と、必ず読んでいただくマニュアルの関係と読む順番を以下に示します。

バッチ実行基盤(Java)をInterstageで利用する場合

バッチ実行基盤(Java)をInterstage以外で利用する場合
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必要に応じて読んでいただくマニュアル

担当者ごとに必ず読んでいただくマニュアルのほかに、必要に応じて読んでいただくマニュアルを以下に示します。

必要に応じて読んでいただくマニュアル

インストールガイド

オンライン・バッチ同一筐体の手引き

同梱および関連製品の各マニュアル

- vii -



目　次

第1部 機能説明.........................................................................................................................................................................1

第1章 概要................................................................................................................................................................................2
1.1 バッチ実行基盤（Java）........................................................................................................................................................................2
1.2 機能構成.............................................................................................................................................................................................3
1.3 システム構成.......................................................................................................................................................................................5

1.3.1 全体構成......................................................................................................................................................................................5
1.3.2 アプリケーションサーバの構成....................................................................................................................................................6

1.3.2.1 基本構成...............................................................................................................................................................................6
1.3.2.2 クラスタ構成...........................................................................................................................................................................7

第2章 機能................................................................................................................................................................................9
2.1 機能構成.............................................................................................................................................................................................9
2.2 バッチ開発環境...................................................................................................................................................................................9

2.2.1 フロー定義..................................................................................................................................................................................10
2.2.2 業務処理実行アプリケーション..................................................................................................................................................12
2.2.3 業務処理開始アプリケーション..................................................................................................................................................13

2.3 フロー実行環境.................................................................................................................................................................................14
2.3.1 フローの実行..............................................................................................................................................................................14
2.3.2 アプリケーションの実行制御......................................................................................................................................................14
2.3.3 フローのキャンセル....................................................................................................................................................................17
2.3.4 フローの再実行..........................................................................................................................................................................18
2.3.5 ファイル管理機能.......................................................................................................................................................................20

2.3.5.1 ファイルの排他機能............................................................................................................................................................20
2.3.5.1.1 ファイルの排他の種類.................................................................................................................................................21
2.3.5.1.2 ファイルの排他の有効範囲.........................................................................................................................................24

2.3.5.2 ファイルの割当て機能.........................................................................................................................................................26
2.3.5.2.1 ファイル管理機能が割り当てるファイルの種類...........................................................................................................30
2.3.5.2.2 ファイルの割当てと解除...............................................................................................................................................31
2.3.5.2.3 ファイルの割当ての有効範囲......................................................................................................................................34
2.3.5.2.4 ファイルの権限.............................................................................................................................................................35

2.3.6 フローの分散実行......................................................................................................................................................................36
2.3.6.1 リソースグループ.................................................................................................................................................................36
2.3.6.2 フローの振り分け方式.........................................................................................................................................................36
2.3.6.3 アプリケーションの動的入れ替え.......................................................................................................................................38
2.3.6.4 リソースユニットの動的追加/削除.......................................................................................................................................39
2.3.6.5 エラー発生時の再振り分け.................................................................................................................................................43

2.3.7 ログの出力..................................................................................................................................................................................44
2.3.7.1 実行ログ...............................................................................................................................................................................44
2.3.7.2 簡易実行ログ.......................................................................................................................................................................50
2.3.7.3 標準ログ...............................................................................................................................................................................51

2.3.7.3.1 標準ログの定義............................................................................................................................................................52
2.3.7.3.2 標準ログの出力レベル.................................................................................................................................................53
2.3.7.3.3 標準ログの基本フォーマット........................................................................................................................................54
2.3.7.3.4 標準ログのメッセージ本文...........................................................................................................................................55
2.3.7.3.5 フロー実行APIの性能ログ定義...................................................................................................................................59

2.3.7.4 業務ログ...............................................................................................................................................................................60
2.3.7.4.1 業務ログの定義(commons-logging.properties)...........................................................................................................61
2.3.7.4.2 業務ログの定義(applicationlog.properties).................................................................................................................61

2.4 運用ユーティリティ.............................................................................................................................................................................65
2.4.1 環境構築コマンド.......................................................................................................................................................................66
2.4.2 運用操作コマンド.......................................................................................................................................................................66

第3章 導入・運用・保守............................................................................................................................................................68
3.1 導入から運用までの流れ..................................................................................................................................................................68

- viii -



3.1.1 システム設計..............................................................................................................................................................................68
3.1.2 実行環境の多重度.....................................................................................................................................................................69
3.1.3 運用時に必要なディスク容量....................................................................................................................................................70
3.1.4 システム環境の作成...................................................................................................................................................................72
3.1.5 アプリケーションの開発..............................................................................................................................................................72
3.1.6 運用............................................................................................................................................................................................72

3.2 保守...................................................................................................................................................................................................73

第4章 Interstage以外でバッチ実行基盤(Java)を使用する方法.................................................................................................74

第2部 セットアップ....................................................................................................................................................................75

第5章 バッチ実行環境のセットアップ........................................................................................................................................76
5.1 バッチ実行環境の作成.....................................................................................................................................................................76

5.1.1 アプリケーションサーバの環境設定..........................................................................................................................................76
5.1.1.1 システムパラメーターのチューニング.................................................................................................................................76
5.1.1.2 Interstageの設定..................................................................................................................................................................79

5.1.2 フロー実行環境の作成..............................................................................................................................................................80
5.1.3 フロー定義の登録......................................................................................................................................................................81
5.1.4 業務処理実行アプリケーションの配備......................................................................................................................................82
5.1.5 業務処理開始アプリケーションの配備......................................................................................................................................82

5.2 バッチ実行環境の変更.....................................................................................................................................................................82
5.2.1 システム構成の変更...................................................................................................................................................................82
5.2.2 リソースユニットの追加・削除.....................................................................................................................................................82
5.2.3 リソースグループの追加・削除...................................................................................................................................................83

5.2.3.1 リソースグループへのリソースユニットの追加....................................................................................................................83
5.2.3.2 リソースグループからリソースユニットの削除.....................................................................................................................84

5.2.4 フロー定義の追加・削除............................................................................................................................................................85
5.2.5 業務処理実行アプリケーションの配備解除..............................................................................................................................85
5.2.6 業務処理開始アプリケーションの配備解除..............................................................................................................................85

5.3 バッチ実行環境の削除.....................................................................................................................................................................85
5.3.1 フロー実行環境の削除..............................................................................................................................................................85
5.3.2 フロー定義の削除......................................................................................................................................................................86

5.4 リソースユニットのチューニング.........................................................................................................................................................86
5.5 ジョブスケジューラー製品と連携する場合のセットアップ................................................................................................................87

第3部 アプリケーション開発......................................................................................................................................................88

第6章 アプリケーション連携フロープロジェクトの作成................................................................................................................90

第7章 フロー定義の作成..........................................................................................................................................................92
7.1 フロー定義ファイルの生成................................................................................................................................................................92
7.2 フロー定義ファイルの操作................................................................................................................................................................96
7.3 ルーティング定義............................................................................................................................................................................102

7.3.1 ルーティング定義画面の概要.................................................................................................................................................102
7.3.2 開始の設定...............................................................................................................................................................................105
7.3.3 アクティビティの設定................................................................................................................................................................105

7.3.3.1 呼出し定義........................................................................................................................................................................108
7.3.3.2 資源定義...........................................................................................................................................................................112

7.3.3.2.1 資源の追加ウィザード................................................................................................................................................114
7.3.3.2.2 資源定義設定ダイアログ...........................................................................................................................................117

7.3.4 実行ルートの設定....................................................................................................................................................................122
7.3.5 条件ルートの設定....................................................................................................................................................................124

7.4 業務データ定義..............................................................................................................................................................................128
7.4.1 業務データ定義画面の概要....................................................................................................................................................128

7.5 プロパティ........................................................................................................................................................................................132
7.5.1 プロパティ画面の概要..............................................................................................................................................................133

7.6 呼出し対象のメソッド定義の確認...................................................................................................................................................134

- ix -



第8章 業務処理実行アプリケーションの作成..........................................................................................................................140
8.1 業務処理実行アプリケーションの開発の概要...............................................................................................................................140
8.2 業務処理実行アプリケーションの作成手順...................................................................................................................................140
8.3 アプリケーション連携フロープロジェクトの作成.............................................................................................................................140
8.4 実行基盤連携用ライブラリの設定..................................................................................................................................................140
8.5 業務処理実行アプリケーションの生成...........................................................................................................................................141

8.5.1 業務処理実行アプリケーションの作成....................................................................................................................................142
8.5.2 フロー前処理のアプリケーション/フロー後処理のアプリケーションの作成...........................................................................149

8.6 業務処理の作成・修正....................................................................................................................................................................154
8.6.1 呼出し対象のメソッド処理の記述............................................................................................................................................154
8.6.2 前処理/後処理の記述..............................................................................................................................................................156
8.6.3 業務ログの記述........................................................................................................................................................................157

8.7 業務処理実行アプリケーションのビルドとデバッグ........................................................................................................................158
8.8 業務処理実行アプリケーションの環境作成...................................................................................................................................159
8.9 業務処理実行アプリケーションの配備...........................................................................................................................................160

8.9.1 配備方法..................................................................................................................................................................................160
8.9.2 配備解除方法..........................................................................................................................................................................164

8.10 業務処理実行アプリケーションの変更手順.................................................................................................................................166
8.11 業務処理実行アプリケーションを作成する場合の注意事項......................................................................................................166
8.12 実行基盤連携用ライブラリのJDK準拠レベルによるJavaソースの差異......................................................................................167

第9章 業務処理開始アプリケーションの作成..........................................................................................................................168
9.1 業務処理開始アプリケーションの開発の概要...............................................................................................................................168
9.2 業務処理開始アプリケーションの作成手順...................................................................................................................................168
9.3 業務処理開始アプリケーションプロジェクトの作成........................................................................................................................168
9.4 フロー実行APIの組み込み.............................................................................................................................................................170

9.4.1 フローを実行するAPIの組み込み...........................................................................................................................................171
9.4.1.1 組み込み手順...................................................................................................................................................................171
9.4.1.2 雛形ソース.........................................................................................................................................................................177

9.4.2 フローの結果取得APIの組み込み..........................................................................................................................................181
9.4.2.1 組み込み手順...................................................................................................................................................................181
9.4.2.2 雛形ソース.........................................................................................................................................................................182

9.5 フロー実行APIの設定.....................................................................................................................................................................185
9.6 業務処理開始アプリケーションのエラー処理................................................................................................................................187
9.7 業務処理開始アプリケーションのビルド.........................................................................................................................................189
9.8 業務処理開始アプリケーションの配備...........................................................................................................................................189
9.9 業務処理開始アプリケーションをスタンドアロンで使用する場合の環境設定..............................................................................189

第4部 運用............................................................................................................................................................................190

第10章 バッチ実行環境の運用...............................................................................................................................................191
10.1 運用の開始....................................................................................................................................................................................191

10.1.1 データベースの起動..............................................................................................................................................................191
10.1.2 Interstageの起動.....................................................................................................................................................................191
10.1.3 フロー実行環境の起動..........................................................................................................................................................192
10.1.4 フロー実行環境の状態確認..................................................................................................................................................192

10.2 フローの実行と実行結果の確認...................................................................................................................................................193
10.2.1 フローの実行と状態確認.......................................................................................................................................................194

10.2.1.1 フローの実行方法...........................................................................................................................................................194
10.2.1.2 フローの状態確認...........................................................................................................................................................194

10.2.2 フローの実行結果の確認......................................................................................................................................................195
10.2.2.1 apfwsubflowコマンド(一括処理型)の場合.....................................................................................................................195
10.2.2.2 フロー実行API(オンデマンド型)の場合.........................................................................................................................195

10.2.3 フローの操作手順..................................................................................................................................................................195
10.2.4 リソースユニットの運用操作...................................................................................................................................................196
10.2.5 リソースグループの運用操作.................................................................................................................................................197

10.3 運用の停止....................................................................................................................................................................................197
10.3.1 フロー実行環境の停止..........................................................................................................................................................198

- x -



10.3.2 Interstageの停止.....................................................................................................................................................................198
10.3.3 データベースの停止..............................................................................................................................................................199

10.4 異常発生時の対処........................................................................................................................................................................199
10.4.1 運用ユーティリティの異常......................................................................................................................................................199

10.4.1.1 原因の特定と対処...........................................................................................................................................................199
10.4.1.2 エラー対処後の対応.......................................................................................................................................................199

10.4.2 フローの異常..........................................................................................................................................................................199
10.4.2.1 原因の特定と対処...........................................................................................................................................................199
10.4.2.2 エラー対処後の対応.......................................................................................................................................................202

10.4.3 リソースグループの異常.........................................................................................................................................................203
10.4.4 開発環境の異常.....................................................................................................................................................................203

10.4.4.1 原因の特定と対処...........................................................................................................................................................203
10.4.4.2 エラー対処後の対応.......................................................................................................................................................203

10.4.5 コマンドの異常.......................................................................................................................................................................204
10.5 資源のバックアップ/他サーバへの資源移行/ホスト情報の移行.................................................................................................204

10.5.1 対象資源................................................................................................................................................................................204
10.5.2 バックアップの手順.................................................................................................................................................................205
10.5.3 リストアの手順.........................................................................................................................................................................207

第5部 クラスタシステム..........................................................................................................................................................209

第11章 クラスタシステムの環境作成・運用.............................................................................................................................210
11.1 クラスタ環境作成の概要...............................................................................................................................................................210
11.2 クラスタ構成の環境設計...............................................................................................................................................................210
11.3 アプリケーションサーバの環境作成.............................................................................................................................................211

11.3.1 資源構成................................................................................................................................................................................211
11.3.2 環境作成手順........................................................................................................................................................................213
11.3.3 Interstageのインストール.........................................................................................................................................................213
11.3.4 クラスタシステムの事前設定..................................................................................................................................................215
11.3.5 バッチ実行基盤(Java)およびInterstageの環境作成.............................................................................................................215

11.3.5.1 クラスタサービス(userApplication)の起動......................................................................................................................216
11.3.5.2 Interstageシステム定義ファイルの生成...........................................................................................................................216
11.3.5.3 Interstageシステム定義ファイルの登録...........................................................................................................................216
11.3.5.4 Interstage事前処理..........................................................................................................................................................216
11.3.5.5 Interstage初期化..............................................................................................................................................................216
11.3.5.6 共用資源の再配置..........................................................................................................................................................217
11.3.5.7 バッチ実行基盤(Java)の動作環境の設定.....................................................................................................................218

11.3.6 クラスタサービスの設定..........................................................................................................................................................220
11.3.6.1 状態遷移プロシジャの修正............................................................................................................................................220
11.3.6.2 状態遷移プロシジャの登録............................................................................................................................................221

11.3.7 留意事項................................................................................................................................................................................223
11.3.7.1 切替え後の待機ノードの組込みについて.....................................................................................................................223
11.3.7.2 フェールオーバの発生契機...........................................................................................................................................223
11.3.7.3 環境削除時の注意..........................................................................................................................................................223

第6部 Interstage以外でのバッチ実行基盤(Java)の使用.........................................................................................................225

第12章 概要(Interstage以外のJavaEE環境).........................................................................................................................226
12.1 使用可能なJavaEE環境................................................................................................................................................................226
12.2 システム構成(Weblogic)...............................................................................................................................................................226
12.3 Interstageを使用する場合との相違点..........................................................................................................................................228

第13章 バッチ実行環境のセットアップ(Interstage以外のJavaEE環境)....................................................................................229
13.1 バッチ実行環境のセットアップ(WebLogic)..................................................................................................................................229

13.1.1 アプリケションサーバの環境作成(WebLogic).......................................................................................................................229
13.1.2 フロー実行環境の構築(WebLogic).......................................................................................................................................229

13.1.2.1 フロー実行環境の構築手順...........................................................................................................................................229
13.1.2.2 フロー実行環境の作成...................................................................................................................................................229

- xi -



13.1.2.3 フロー定義の作成・登録.................................................................................................................................................234
13.1.2.4 アプリケーションの開発・配備.........................................................................................................................................234
13.1.2.5 リソースユニットの環境設定............................................................................................................................................235

13.1.3 フロー実行環境の変更(Weblogic)........................................................................................................................................235
13.1.3.1 システム構成の変更........................................................................................................................................................235
13.1.3.2 リソースユニットの追加・削除..........................................................................................................................................235
13.1.3.3 フロー定義の追加・変更・削除.......................................................................................................................................235
13.1.3.4 アプリケーションの追加・変更・削除...............................................................................................................................236

13.1.4 フロー実行環境の削除(WebLogic).......................................................................................................................................236
13.1.4.1 実行環境の削除方法......................................................................................................................................................236
13.1.4.2 運用の停止......................................................................................................................................................................236
13.1.4.3 フロー実行環境の削除...................................................................................................................................................236

13.1.5 スケジューラ製品と連携する場合のセットアップ方法(WebLogic).......................................................................................237

第14章 アプリケーション開発(Interstage以外のJavaEE環境).................................................................................................238
14.1 アプリケーション開発(WebLogic).................................................................................................................................................238

14.1.1 フロー定義の作成(WebLogic)...............................................................................................................................................238
14.1.2 業務処理実行アプリケーションの作成(WebLogic)..............................................................................................................238

14.1.2.1 業務処理実行アプリケーションの作成手順...................................................................................................................238
14.1.2.2 業務処理実行アプリケーションのひな型ソースコードの作成.......................................................................................239
14.1.2.3 業務処理の作成・修正....................................................................................................................................................239
14.1.2.4 ejb-jarの作成...................................................................................................................................................................240
14.1.2.5 業務処理実行アプリケーションのインストール...............................................................................................................240
14.1.2.6 業務処理実行アプリケーションの変更手順...................................................................................................................241
14.1.2.7 業務処理実行アプリケーションを作成する場合の注意事項........................................................................................241

14.1.3 業務処理開始アプリケーションの作成(WebLogic)..............................................................................................................241
14.1.3.1 業務処理開始アプリケーションの作成手順...................................................................................................................241
14.1.3.2 業務処理開始アプリケーションの雛型ソースコードの作成...........................................................................................242
14.1.3.3 業務処理の作成・修正....................................................................................................................................................242
14.1.3.4 業務処理開始アプリケーションのインストール...............................................................................................................242
14.1.3.5 業務処理開始アプリケーションのエラー処理................................................................................................................242

第15章 運用・保守(Interstage以外のJavaEE環境)................................................................................................................243
15.1 運用・保守(WebLogic)..................................................................................................................................................................243

15.1.1 運用の開始と停止(WebLogic)..............................................................................................................................................243
15.1.1.1 バッチ実行環境の運用手順...........................................................................................................................................243
15.1.1.2 リソースユニットの起動....................................................................................................................................................243
15.1.1.3 バッチマネージャーの起動.............................................................................................................................................244
15.1.1.4 フローの実行...................................................................................................................................................................244
15.1.1.5 実行結果の確認..............................................................................................................................................................244
15.1.1.6 バッチマネージャーの受付停止.....................................................................................................................................244
15.1.1.7 リソースユニットの稼動状態確認....................................................................................................................................244
15.1.1.8 リソースユニットの停止....................................................................................................................................................244
15.1.1.9 バッチマネージャーの停止.............................................................................................................................................244

15.1.2 異常発生時の対処(WebLogic).............................................................................................................................................244
15.1.3 調査資料の採取について(WebLogic)..................................................................................................................................245

第7部 リファレンス..................................................................................................................................................................247

第16章 コマンドリファレンス....................................................................................................................................................248
16.1 apfwsubflow...................................................................................................................................................................................249
16.2 apfwcancelflow..............................................................................................................................................................................252
16.3 apfwrmflow....................................................................................................................................................................................254
16.4 apfwinfoflow..................................................................................................................................................................................257
16.5 apfwinfounit...................................................................................................................................................................................263
16.6 apfwmkunit....................................................................................................................................................................................266
16.7 apfwrmunit.....................................................................................................................................................................................267
16.8 apfwstartunit..................................................................................................................................................................................268

- xii -



16.9 apfwstopunit...................................................................................................................................................................................269
16.10 apfwmkmngr................................................................................................................................................................................271
16.11 apfwrmmngr.................................................................................................................................................................................272
16.12 apfwstartmngr..............................................................................................................................................................................274
16.13 apfwstopmngr..............................................................................................................................................................................275
16.14 apfwopenmngr.............................................................................................................................................................................277
16.15 apfwclosemngr.............................................................................................................................................................................278
16.16 apfwrldmngr.................................................................................................................................................................................279
16.17 apfwregflow.................................................................................................................................................................................280
16.18 apfwunregflow.............................................................................................................................................................................283
16.19 apfwlstflow..................................................................................................................................................................................284
16.20 apfwbkupjb..................................................................................................................................................................................286
16.21 apfwrstrjb.....................................................................................................................................................................................287
16.22 apfwexcinfo.................................................................................................................................................................................288
16.23 apfwjbcnfgrp................................................................................................................................................................................292
16.24 apfwjbchgblock............................................................................................................................................................................296

第17章 APIリファレンス..........................................................................................................................................................299

第8部 メッセージ集.................................................................................................................................................................300

第18章 メッセージの概要.......................................................................................................................................................301
18.1 メッセージの出力形式...................................................................................................................................................................301
18.2 メッセージ内容の説明項目...........................................................................................................................................................301
18.3 本マニュアル以外のメッセージについて.....................................................................................................................................301
18.4 調査資料の採取について............................................................................................................................................................302
18.5 WebLogic Serverを使用する場合のエラー原因の特定と対処について....................................................................................303

第19章 メッセージ番号がFSP_INTS-BAS_APで始まるメッセージ...........................................................................................304
19.1 バッチ実行環境で出力するメッセージ一覧.................................................................................................................................304

19.1.1 FSP_INTS-BAS_AP28000番台のメッセージ........................................................................................................................304
19.1.1.1 FSP_INTS-BAS_AP28000..............................................................................................................................................304
19.1.1.2 FSP_INTS-BAS_AP28001..............................................................................................................................................304
19.1.1.3 FSP_INTS-BAS_AP28002..............................................................................................................................................305
19.1.1.4 FSP_INTS-BAS_AP28003..............................................................................................................................................305
19.1.1.5 FSP_INTS-BAS_AP28004..............................................................................................................................................305
19.1.1.6 FSP_INTS-BAS_AP28005..............................................................................................................................................305
19.1.1.7 FSP_INTS-BAS_AP28006..............................................................................................................................................306
19.1.1.8 FSP_INTS-BAS_AP28007..............................................................................................................................................306
19.1.1.9 FSP_INTS-BAS_AP28008..............................................................................................................................................306
19.1.1.10 FSP_INTS-BAS_AP28009............................................................................................................................................307
19.1.1.11 FSP_INTS-BAS_AP28010............................................................................................................................................308
19.1.1.12 FSP_INTS-BAS_AP28011............................................................................................................................................308
19.1.1.13 FSP_INTS-BAS_AP28012............................................................................................................................................308
19.1.1.14 FSP_INTS-BAS_AP28013............................................................................................................................................309
19.1.1.15 FSP_INTS-BAS_AP28014............................................................................................................................................309
19.1.1.16 FSP_INTS-BAS_AP28015............................................................................................................................................309
19.1.1.17 FSP_INTS-BAS_AP28016............................................................................................................................................309
19.1.1.18 FSP_INTS-BAS_AP28017............................................................................................................................................310
19.1.1.19 FSP_INTS-BAS_AP28018............................................................................................................................................310
19.1.1.20 FSP_INTS-BAS_AP28019............................................................................................................................................310
19.1.1.21 FSP_INTS-BAS_AP28020............................................................................................................................................311
19.1.1.22 FSP_INTS-BAS_AP28021............................................................................................................................................311
19.1.1.23 FSP_INTS-BAS_AP28022............................................................................................................................................311
19.1.1.24 FSP_INTS-BAS_AP28023............................................................................................................................................312
19.1.1.25 FSP_INTS-BAS_AP28024............................................................................................................................................312
19.1.1.26 FSP_INTS-BAS_AP28025............................................................................................................................................312
19.1.1.27 FSP_INTS-BAS_AP28029............................................................................................................................................313
19.1.1.28 FSP_INTS-BAS_AP28030............................................................................................................................................313

- xiii -



19.1.1.29 FSP_INTS-BAS_AP28031............................................................................................................................................313
19.1.1.30 FSP_INTS-BAS_AP28032............................................................................................................................................314
19.1.1.31 FSP_INTS-BAS_AP28033............................................................................................................................................314
19.1.1.32 FSP_INTS-BAS_AP28034............................................................................................................................................315
19.1.1.33 FSP_INTS-BAS_AP28035............................................................................................................................................315
19.1.1.34 FSP_INTS-BAS_AP28036............................................................................................................................................315
19.1.1.35 FSP_INTS-BAS_AP28037............................................................................................................................................316
19.1.1.36 FSP_INTS-BAS_AP28038............................................................................................................................................316
19.1.1.37 FSP_INTS-BAS_AP28039............................................................................................................................................316
19.1.1.38 FSP_INTS-BAS_AP28040............................................................................................................................................317
19.1.1.39 FSP_INTS-BAS_AP28041............................................................................................................................................317
19.1.1.40 FSP_INTS-BAS_AP28042............................................................................................................................................317
19.1.1.41 FSP_INTS-BAS_AP28043............................................................................................................................................318
19.1.1.42 FSP_INTS-BAS_AP28044............................................................................................................................................318
19.1.1.43 FSP_INTS-BAS_AP28045............................................................................................................................................318
19.1.1.44 FSP_INTS-BAS_AP28046............................................................................................................................................319
19.1.1.45 FSP_INTS-BAS_AP28047............................................................................................................................................319
19.1.1.46 FSP_INTS-BAS_AP28048............................................................................................................................................319
19.1.1.47 FSP_INTS-BAS_AP28049............................................................................................................................................320
19.1.1.48 FSP_INTS-BAS_AP28050............................................................................................................................................320
19.1.1.49 FSP_INTS-BAS_AP28051............................................................................................................................................320
19.1.1.50 FSP_INTS-BAS_AP28053............................................................................................................................................320

19.1.2 FSP_INTS-BAS_AP28200番台のメッセージ........................................................................................................................321
19.1.2.1 FSP_INTS-BAS_AP28200..............................................................................................................................................321
19.1.2.2 FSP_INTS-BAS_AP28201..............................................................................................................................................321
19.1.2.3 FSP_INTS-BAS_AP28202..............................................................................................................................................322
19.1.2.4 FSP_INTS-BAS_AP28203..............................................................................................................................................322
19.1.2.5 FSP_INTS-BAS_AP28204..............................................................................................................................................322
19.1.2.6 FSP_INTS-BAS_AP28205..............................................................................................................................................323
19.1.2.7 FSP_INTS-BAS_AP28206..............................................................................................................................................323
19.1.2.8 FSP_INTS-BAS_AP28207..............................................................................................................................................323
19.1.2.9 FSP_INTS-BAS_AP28208..............................................................................................................................................324
19.1.2.10 FSP_INTS-BAS_AP28209............................................................................................................................................324
19.1.2.11 FSP_INTS-BAS_AP28210............................................................................................................................................325
19.1.2.12 FSP_INTS-BAS_AP28211............................................................................................................................................325
19.1.2.13 FSP_INTS-BAS_AP28212............................................................................................................................................326
19.1.2.14 FSP_INTS-BAS_AP28213............................................................................................................................................326
19.1.2.15 FSP_INTS-BAS_AP28214............................................................................................................................................327
19.1.2.16 FSP_INTS-BAS_AP28215............................................................................................................................................327
19.1.2.17 FSP_INTS-BAS_AP28216............................................................................................................................................328
19.1.2.18 FSP_INTS-BAS_AP28217............................................................................................................................................328
19.1.2.19 FSP_INTS-BAS_AP28218............................................................................................................................................328
19.1.2.20 FSP_INTS-BAS_AP28219............................................................................................................................................328
19.1.2.21 FSP_INTS-BAS_AP28220............................................................................................................................................329
19.1.2.22 FSP_INTS-BAS_AP28221............................................................................................................................................329
19.1.2.23 FSP_INTS-BAS_AP28222............................................................................................................................................330
19.1.2.24 FSP_INTS-BAS_AP28223............................................................................................................................................330
19.1.2.25 FSP_INTS-BAS_AP28224............................................................................................................................................330
19.1.2.26 FSP_INTS-BAS_AP28225............................................................................................................................................331
19.1.2.27 FSP_INTS-BAS_AP28226............................................................................................................................................331
19.1.2.28 FSP_INTS-BAS_AP28227............................................................................................................................................332
19.1.2.29 FSP_INTS-BAS_AP28228............................................................................................................................................332
19.1.2.30 FSP_INTS-BAS_AP28229............................................................................................................................................333
19.1.2.31 FSP_INTS-BAS_AP28230............................................................................................................................................333
19.1.2.32 FSP_INTS-BAS_AP28231............................................................................................................................................334
19.1.2.33 FSP_INTS-BAS_AP28232............................................................................................................................................334
19.1.2.34 FSP_INTS-BAS_AP28233............................................................................................................................................334
19.1.2.35 FSP_INTS-BAS_AP28234............................................................................................................................................335

- xiv -



19.1.2.36 FSP_INTS-BAS_AP28235............................................................................................................................................335
19.1.2.37 FSP_INTS-BAS_AP28236............................................................................................................................................336
19.1.2.38 FSP_INTS-BAS_AP28237............................................................................................................................................336
19.1.2.39 FSP_INTS-BAS_AP28238............................................................................................................................................336
19.1.2.40 FSP_INTS-BAS_AP28239............................................................................................................................................337
19.1.2.41 FSP_INTS-BAS_AP28240............................................................................................................................................337
19.1.2.42 FSP_INTS-BAS_AP28241............................................................................................................................................338
19.1.2.43 FSP_INTS-BAS_AP28242............................................................................................................................................338
19.1.2.44 FSP_INTS-BAS_AP28243............................................................................................................................................339
19.1.2.45 FSP_INTS-BAS_AP28244............................................................................................................................................339

19.1.3 FSP_INTS-BAS_AP28400番台のメッセージ........................................................................................................................339
19.1.3.1 FSP_INTS-BAS_AP28400..............................................................................................................................................339
19.1.3.2 FSP_INTS-BAS_AP28401..............................................................................................................................................340
19.1.3.3 FSP_INTS-BAS_AP28403..............................................................................................................................................340
19.1.3.4 FSP_INTS-BAS_AP28404..............................................................................................................................................342
19.1.3.5 FSP_INTS-BAS_AP28405..............................................................................................................................................342
19.1.3.6 FSP_INTS-BAS_AP28407..............................................................................................................................................343
19.1.3.7 FSP_INTS-BAS_AP28408..............................................................................................................................................343
19.1.3.8 FSP_INTS-BAS_AP28409..............................................................................................................................................343
19.1.3.9 FSP_INTS-BAS_AP28410..............................................................................................................................................344
19.1.3.10 FSP_INTS-BAS_AP28411............................................................................................................................................345
19.1.3.11 FSP_INTS-BAS_AP28412............................................................................................................................................345
19.1.3.12 FSP_INTS-BAS_AP28413............................................................................................................................................346
19.1.3.13 FSP_INTS-BAS_AP28414............................................................................................................................................346
19.1.3.14 FSP_INTS-BAS_AP28415............................................................................................................................................347

19.1.4 FSP_INTS-BAS_AP28500番台のメッセージ........................................................................................................................348
19.1.4.1 FSP_INTS-BAS_AP28500..............................................................................................................................................348
19.1.4.2 FSP_INTS-BAS_AP28501..............................................................................................................................................348
19.1.4.3 FSP_INTS-BAS_AP28502..............................................................................................................................................348
19.1.4.4 FSP_INTS-BAS_AP28503..............................................................................................................................................349
19.1.4.5 FSP_INTS-BAS_AP28504..............................................................................................................................................349
19.1.4.6 FSP_INTS-BAS_AP28505..............................................................................................................................................349
19.1.4.7 FSP_INTS-BAS_AP28506..............................................................................................................................................350
19.1.4.8 FSP_INTS-BAS_AP28507..............................................................................................................................................350
19.1.4.9 FSP_INTS-BAS_AP28508..............................................................................................................................................351
19.1.4.10 FSP_INTS-BAS_AP28550............................................................................................................................................351

19.1.5 FSP_INTS-BAS_AP28600番台のメッセージ........................................................................................................................351
19.1.5.1 FSP_INTS-BAS_AP28601..............................................................................................................................................351
19.1.5.2 FSP_INTS-BAS_AP28602..............................................................................................................................................352
19.1.5.3 FSP_INTS-BAS_AP28603..............................................................................................................................................352
19.1.5.4 FSP_INTS-BAS_AP28604..............................................................................................................................................352
19.1.5.5 FSP_INTS-BAS_AP28605..............................................................................................................................................352
19.1.5.6 FSP_INTS-BAS_AP28606..............................................................................................................................................353
19.1.5.7 FSP_INTS-BAS_AP28607..............................................................................................................................................353
19.1.5.8 FSP_INTS-BAS_AP28608..............................................................................................................................................353
19.1.5.9 FSP_INTS-BAS_AP28609..............................................................................................................................................354
19.1.5.10 FSP_INTS-BAS_AP28610............................................................................................................................................354
19.1.5.11 FSP_INTS-BAS_AP28611............................................................................................................................................354
19.1.5.12 FSP_INTS-BAS_AP28612............................................................................................................................................354
19.1.5.13 FSP_INTS-BAS_AP28613............................................................................................................................................355
19.1.5.14 FSP_INTS-BAS_AP28614............................................................................................................................................355
19.1.5.15 FSP_INTS-BAS_AP28615............................................................................................................................................355
19.1.5.16 FSP_INTS-BAS_AP28616............................................................................................................................................355
19.1.5.17 FSP_INTS-BAS_AP28617............................................................................................................................................356
19.1.5.18 FSP_INTS-BAS_AP28618............................................................................................................................................356
19.1.5.19 FSP_INTS-BAS_AP28619............................................................................................................................................356
19.1.5.20 FSP_INTS-BAS_AP28620............................................................................................................................................356
19.1.5.21 FSP_INTS-BAS_AP28621............................................................................................................................................357

- xv -



19.1.5.22 FSP_INTS-BAS_AP28622............................................................................................................................................357
19.1.5.23 FSP_INTS-BAS_AP28623............................................................................................................................................357
19.1.5.24 FSP_INTS-BAS_AP28624............................................................................................................................................357
19.1.5.25 FSP_INTS-BAS_AP28625............................................................................................................................................357
19.1.5.26 FSP_INTS-BAS_AP28626............................................................................................................................................358
19.1.5.27 FSP_INTS-BAS_AP28628............................................................................................................................................358
19.1.5.28 FSP_INTS-BAS_AP28631............................................................................................................................................359
19.1.5.29 FSP_INTS-BAS_AP28632............................................................................................................................................359
19.1.5.30 FSP_INTS-BAS_AP28634............................................................................................................................................359
19.1.5.31 FSP_INTS-BAS_AP28635............................................................................................................................................359
19.1.5.32 FSP_INTS-BAS_AP28636............................................................................................................................................359
19.1.5.33 FSP_INTS-BAS_AP28637............................................................................................................................................360
19.1.5.34 FSP_INTS-BAS_AP28638............................................................................................................................................360
19.1.5.35 FSP_INTS-BAS_AP28639............................................................................................................................................360
19.1.5.36 FSP_INTS-BAS_AP28642............................................................................................................................................360
19.1.5.37 FSP_INTS-BAS_AP28643............................................................................................................................................361
19.1.5.38 FSP_INTS-BAS_AP28644............................................................................................................................................361
19.1.5.39 FSP_INTS-BAS_AP28645............................................................................................................................................361
19.1.5.40 FSP_INTS-BAS_AP28646............................................................................................................................................361
19.1.5.41 FSP_INTS-BAS_AP28647............................................................................................................................................361
19.1.5.42 FSP_INTS-BAS_AP28651............................................................................................................................................362
19.1.5.43 FSP_INTS-BAS_AP28652............................................................................................................................................362
19.1.5.44 FSP_INTS-BAS_AP28654............................................................................................................................................362
19.1.5.45 FSP_INTS-BAS_AP28655............................................................................................................................................362
19.1.5.46 FSP_INTS-BAS_AP28656............................................................................................................................................363
19.1.5.47 FSP_INTS-BAS_AP28657............................................................................................................................................363
19.1.5.48 FSP_INTS-BAS_AP28658............................................................................................................................................363
19.1.5.49 FSP_INTS-BAS_AP28660............................................................................................................................................363
19.1.5.50 FSP_INTS-BAS_AP28661............................................................................................................................................364
19.1.5.51 FSP_INTS-BAS_AP28662............................................................................................................................................364
19.1.5.52 FSP_INTS-BAS_AP28663............................................................................................................................................364
19.1.5.53 FSP_INTS-BAS_AP28664............................................................................................................................................364
19.1.5.54 FSP_INTS-BAS_AP28665............................................................................................................................................364
19.1.5.55 FSP_INTS-BAS_AP28666............................................................................................................................................364
19.1.5.56 FSP_INTS-BAS_AP28667............................................................................................................................................365
19.1.5.57 FSP_INTS-BAS_AP28668............................................................................................................................................365
19.1.5.58 FSP_INTS-BAS_AP28669............................................................................................................................................365
19.1.5.59 FSP_INTS-BAS_AP28671............................................................................................................................................365
19.1.5.60 FSP_INTS-BAS_AP28672............................................................................................................................................366
19.1.5.61 FSP_INTS-BAS_AP28673............................................................................................................................................366
19.1.5.62 FSP_INTS-BAS_AP28674............................................................................................................................................366
19.1.5.63 FSP_INTS-BAS_AP28675............................................................................................................................................366
19.1.5.64 FSP_INTS-BAS_AP28676............................................................................................................................................366
19.1.5.65 FSP_INTS-BAS_AP28677............................................................................................................................................367
19.1.5.66 FSP_INTS-BAS_AP28678............................................................................................................................................367
19.1.5.67 FSP_INTS-BAS_AP28679............................................................................................................................................367
19.1.5.68 FSP_INTS-BAS_AP28680............................................................................................................................................367
19.1.5.69 FSP_INTS-BAS_AP28681............................................................................................................................................368
19.1.5.70 FSP_INTS-BAS_AP28682............................................................................................................................................368
19.1.5.71 FSP_INTS-BAS_AP28683............................................................................................................................................368
19.1.5.72 FSP_INTS-BAS_AP28684............................................................................................................................................368
19.1.5.73 FSP_INTS-BAS_AP28686............................................................................................................................................369
19.1.5.74 FSP_INTS-BAS_AP28687............................................................................................................................................369
19.1.5.75 FSP_INTS-BAS_AP28688............................................................................................................................................369
19.1.5.76 FSP_INTS-BAS_AP28689............................................................................................................................................369

19.1.6 FSP_INTS-BAS_AP28700番台のメッセージ........................................................................................................................370
19.1.6.1 FSP_INTS-BAS_AP28701..............................................................................................................................................370
19.1.6.2 FSP_INTS-BAS_AP28702..............................................................................................................................................370

- xvi -



19.1.6.3 FSP_INTS-BAS_AP28703..............................................................................................................................................370
19.1.6.4 FSP_INTS-BAS_AP28704..............................................................................................................................................370
19.1.6.5 FSP_INTS-BAS_AP28705..............................................................................................................................................370
19.1.6.6 FSP_INTS-BAS_AP28706..............................................................................................................................................371
19.1.6.7 FSP_INTS-BAS_AP28707..............................................................................................................................................371
19.1.6.8 FSP_INTS-BAS_AP28708..............................................................................................................................................371
19.1.6.9 FSP_INTS-BAS_AP28709..............................................................................................................................................371
19.1.6.10 FSP_INTS-BAS_AP28710............................................................................................................................................372
19.1.6.11 FSP_INTS-BAS_AP28711............................................................................................................................................373
19.1.6.12 FSP_INTS-BAS_AP28712............................................................................................................................................373
19.1.6.13 FSP_INTS-BAS_AP28713............................................................................................................................................374
19.1.6.14 FSP_INTS-BAS_AP28714............................................................................................................................................375
19.1.6.15 FSP_INTS-BAS_AP28715............................................................................................................................................375
19.1.6.16 FSP_INTS-BAS_AP28716............................................................................................................................................376
19.1.6.17 FSP_INTS-BAS_AP28717............................................................................................................................................376
19.1.6.18 FSP_INTS-BAS_AP28718............................................................................................................................................376
19.1.6.19 FSP_INTS-BAS_AP28719............................................................................................................................................376
19.1.6.20 FSP_INTS-BAS_AP28720............................................................................................................................................377
19.1.6.21 FSP_INTS-BAS_AP28723............................................................................................................................................377
19.1.6.22 FSP_INTS-BAS_AP28725............................................................................................................................................378
19.1.6.23 FSP_INTS-BAS_AP28727............................................................................................................................................378
19.1.6.24 FSP_INTS-BAS_AP28728............................................................................................................................................378
19.1.6.25 FSP_INTS-BAS_AP28729............................................................................................................................................379
19.1.6.26 FSP_INTS-BAS_AP28730............................................................................................................................................379
19.1.6.27 FSP_INTS-BAS_AP28731............................................................................................................................................379
19.1.6.28 FSP_INTS-BAS_AP28732............................................................................................................................................379
19.1.6.29 FSP_INTS-BAS_AP28733............................................................................................................................................379
19.1.6.30 FSP_INTS-BAS_AP28734............................................................................................................................................380
19.1.6.31 FSP_INTS-BAS_AP28735............................................................................................................................................380
19.1.6.32 FSP_INTS-BAS_AP28736............................................................................................................................................381
19.1.6.33 FSP_INTS-BAS_AP28737............................................................................................................................................381
19.1.6.34 FSP_INTS-BAS_AP28739............................................................................................................................................381
19.1.6.35 FSP_INTS-BAS_AP28740............................................................................................................................................383
19.1.6.36 FSP_INTS-BAS_AP28741............................................................................................................................................384
19.1.6.37 FSP_INTS-BAS_AP28742............................................................................................................................................384
19.1.6.38 FSP_INTS-BAS_AP28746............................................................................................................................................384
19.1.6.39 FSP_INTS-BAS_AP28750............................................................................................................................................384
19.1.6.40 FSP_INTS-BAS_AP28751............................................................................................................................................384
19.1.6.41 FSP_INTS-BAS_AP28752............................................................................................................................................384
19.1.6.42 FSP_INTS-BAS_AP28753............................................................................................................................................385
19.1.6.43 FSP_INTS-BAS_AP28754............................................................................................................................................385
19.1.6.44 FSP_INTS-BAS_AP28755............................................................................................................................................386
19.1.6.45 FSP_INTS-BAS_AP28756............................................................................................................................................386
19.1.6.46 FSP_INTS-BAS_AP28757............................................................................................................................................386
19.1.6.47 FSP_INTS-BAS_AP28758............................................................................................................................................386
19.1.6.48 FSP_INTS-BAS_AP28759............................................................................................................................................386
19.1.6.49 FSP_INTS-BAS_AP28760............................................................................................................................................387
19.1.6.50 FSP_INTS-BAS_AP28761............................................................................................................................................387
19.1.6.51 FSP_INTS-BAS_AP28762............................................................................................................................................387
19.1.6.52 FSP_INTS-BAS_AP28763............................................................................................................................................387
19.1.6.53 FSP_INTS-BAS_AP28764............................................................................................................................................388
19.1.6.54 FSP_INTS-BAS_AP28765............................................................................................................................................388
19.1.6.55 FSP_INTS-BAS_AP28766............................................................................................................................................388
19.1.6.56 FSP_INTS-BAS_AP28767............................................................................................................................................389
19.1.6.57 FSP_INTS-BAS_AP28768............................................................................................................................................389
19.1.6.58 FSP_INTS-BAS_AP28769............................................................................................................................................389
19.1.6.59 FSP_INTS-BAS_AP28770............................................................................................................................................389
19.1.6.60 FSP_INTS-BAS_AP28771............................................................................................................................................390

- xvii -



19.1.6.61 FSP_INTS-BAS_AP28772............................................................................................................................................391
19.1.6.62 FSP_INTS-BAS_AP28773............................................................................................................................................391
19.1.6.63 FSP_INTS-BAS_AP28774............................................................................................................................................391
19.1.6.64 FSP_INTS-BAS_AP28775............................................................................................................................................392
19.1.6.65 FSP_INTS-BAS_AP28776............................................................................................................................................392
19.1.6.66 FSP_INTS-BAS_AP28777............................................................................................................................................392
19.1.6.67 FSP_INTS-BAS_AP28778............................................................................................................................................392
19.1.6.68 FSP_INTS-BAS_AP28779............................................................................................................................................392
19.1.6.69 FSP_INTS-BAS_AP28780............................................................................................................................................393
19.1.6.70 FSP_INTS-BAS_AP28781............................................................................................................................................393
19.1.6.71 FSP_INTS-BAS_AP28782............................................................................................................................................393
19.1.6.72 FSP_INTS-BAS_AP28783............................................................................................................................................394
19.1.6.73 FSP_INTS-BAS_AP28784............................................................................................................................................394
19.1.6.74 FSP_INTS-BAS_AP28785............................................................................................................................................395
19.1.6.75 FSP_INTS-BAS_AP28790............................................................................................................................................395
19.1.6.76 FSP_INTS-BAS_AP28791............................................................................................................................................395
19.1.6.77 FSP_INTS-BAS_AP28792............................................................................................................................................396
19.1.6.78 FSP_INTS-BAS_AP28793............................................................................................................................................396

19.1.7 FSP_INTS-BAS_AP29000番台のメッセージ........................................................................................................................397
19.1.7.1 FSP_INTS-BAS_AP29000..............................................................................................................................................397
19.1.7.2 FSP_INTS-BAS_AP29001..............................................................................................................................................397
19.1.7.3 FSP_INTS-BAS_AP29002..............................................................................................................................................397
19.1.7.4 FSP_INTS-BAS_AP29003..............................................................................................................................................397
19.1.7.5 FSP_INTS-BAS_AP29004..............................................................................................................................................398
19.1.7.6 FSP_INTS-BAS_AP29005..............................................................................................................................................398
19.1.7.7 FSP_INTS-BAS_AP29006..............................................................................................................................................398
19.1.7.8 FSP_INTS-BAS_AP29007..............................................................................................................................................398
19.1.7.9 FSP_INTS-BAS_AP29008..............................................................................................................................................399
19.1.7.10 FSP_INTS-BAS_AP29009............................................................................................................................................399
19.1.7.11 FSP_INTS-BAS_AP29010............................................................................................................................................399
19.1.7.12 FSP_INTS-BAS_AP29011............................................................................................................................................400
19.1.7.13 FSP_INTS-BAS_AP29012............................................................................................................................................400
19.1.7.14 FSP_INTS-BAS_AP29013............................................................................................................................................400
19.1.7.15 FSP_INTS-BAS_AP29014............................................................................................................................................400
19.1.7.16 FSP_INTS-BAS_AP29015............................................................................................................................................401
19.1.7.17 FSP_INTS-BAS_AP29016............................................................................................................................................401
19.1.7.18 FSP_INTS-BAS_AP29017............................................................................................................................................401
19.1.7.19 FSP_INTS-BAS_AP29018............................................................................................................................................401
19.1.7.20 FSP_INTS-BAS_AP29019............................................................................................................................................402
19.1.7.21 FSP_INTS-BAS_AP29020............................................................................................................................................402
19.1.7.22 FSP_INTS-BAS_AP29021............................................................................................................................................403
19.1.7.23 FSP_INTS-BAS_AP29022............................................................................................................................................403
19.1.7.24 FSP_INTS-BAS_AP29023............................................................................................................................................403
19.1.7.25 FSP_INTS-BAS_AP29024............................................................................................................................................404
19.1.7.26 FSP_INTS-BAS_AP29050............................................................................................................................................404
19.1.7.27 FSP_INTS-BAS_AP29051............................................................................................................................................404
19.1.7.28 FSP_INTS-BAS_AP29052............................................................................................................................................405
19.1.7.29 FSP_INTS-BAS_AP29053............................................................................................................................................405
19.1.7.30 FSP_INTS-BAS_AP29054............................................................................................................................................405
19.1.7.31 FSP_INTS-BAS_AP29055............................................................................................................................................406
19.1.7.32 FSP_INTS-BAS_AP29056............................................................................................................................................406
19.1.7.33 FSP_INTS-BAS_AP29057............................................................................................................................................407
19.1.7.34 FSP_INTS-BAS_AP29058............................................................................................................................................407
19.1.7.35 FSP_INTS-BAS_AP29059............................................................................................................................................407
19.1.7.36 FSP_INTS-BAS_AP29060............................................................................................................................................407
19.1.7.37 FSP_INTS-BAS_AP29061............................................................................................................................................408
19.1.7.38 FSP_INTS-BAS_AP29062............................................................................................................................................409
19.1.7.39 FSP_INTS-BAS_AP29063............................................................................................................................................409

- xviii -



19.1.7.40 FSP_INTS-BAS_AP29100............................................................................................................................................409
19.1.7.41 FSP_INTS-BAS_AP29101............................................................................................................................................410
19.1.7.42 FSP_INTS-BAS_AP29102............................................................................................................................................410
19.1.7.43 FSP_INTS-BAS_AP29103............................................................................................................................................410
19.1.7.44 FSP_INTS-BAS_AP29104............................................................................................................................................411
19.1.7.45 FSP_INTS-BAS_AP29105............................................................................................................................................411
19.1.7.46 FSP_INTS-BAS_AP29106............................................................................................................................................412
19.1.7.47 FSP_INTS-BAS_AP29107............................................................................................................................................412
19.1.7.48 FSP_INTS-BAS_AP29108............................................................................................................................................412
19.1.7.49 FSP_INTS-BAS_AP29110............................................................................................................................................413
19.1.7.50 FSP_INTS-BAS_AP29111............................................................................................................................................413
19.1.7.51 FSP_INTS-BAS_AP29112............................................................................................................................................414
19.1.7.52 FSP_INTS-BAS_AP29113............................................................................................................................................414
19.1.7.53 FSP_INTS-BAS_AP29114............................................................................................................................................414
19.1.7.54 FSP_INTS-BAS_AP29115............................................................................................................................................415
19.1.7.55 FSP_INTS-BAS_AP29116............................................................................................................................................415
19.1.7.56 FSP_INTS-BAS_AP29117............................................................................................................................................416
19.1.7.57 FSP_INTS-BAS_AP29118............................................................................................................................................416
19.1.7.58 FSP_INTS-BAS_AP29119............................................................................................................................................417
19.1.7.59 FSP_INTS-BAS_AP29120............................................................................................................................................417
19.1.7.60 FSP_INTS-BAS_AP29121............................................................................................................................................417
19.1.7.61 FSP_INTS-BAS_AP29122............................................................................................................................................418
19.1.7.62 FSP_INTS-BAS_AP29123............................................................................................................................................418
19.1.7.63 FSP_INTS-BAS_AP29124............................................................................................................................................419
19.1.7.64 FSP_INTS-BAS_AP29125............................................................................................................................................419
19.1.7.65 FSP_INTS-BAS_AP29199............................................................................................................................................420
19.1.7.66 FSP_INTS-BAS_AP29200............................................................................................................................................420
19.1.7.67 FSP_INTS-BAS_AP29201............................................................................................................................................421
19.1.7.68 FSP_INTS-BAS_AP29202............................................................................................................................................421
19.1.7.69 FSP_INTS-BAS_AP29203............................................................................................................................................421
19.1.7.70 FSP_INTS-BAS_AP29204............................................................................................................................................422
19.1.7.71 FSP_INTS-BAS_AP29205............................................................................................................................................422
19.1.7.72 FSP_INTS-BAS_AP29350............................................................................................................................................423
19.1.7.73 FSP_INTS-BAS_AP29351............................................................................................................................................423
19.1.7.74 FSP_INTS-BAS_AP29352............................................................................................................................................423
19.1.7.75 FSP_INTS-BAS_AP29353............................................................................................................................................424
19.1.7.76 FSP_INTS-BAS_AP29354............................................................................................................................................424
19.1.7.77 FSP_INTS-BAS_AP29355............................................................................................................................................424
19.1.7.78 FSP_INTS-BAS_AP29356............................................................................................................................................424
19.1.7.79 FSP_INTS-BAS_AP29357............................................................................................................................................425
19.1.7.80 FSP_INTS-BAS_AP29358............................................................................................................................................425
19.1.7.81 FSP_INTS-BAS_AP29359............................................................................................................................................425
19.1.7.82 FSP_INTS-BAS_AP29360............................................................................................................................................425
19.1.7.83 FSP_INTS-BAS_AP29361............................................................................................................................................426
19.1.7.84 FSP_INTS-BAS_AP29362............................................................................................................................................426
19.1.7.85 FSP_INTS-BAS_AP29363............................................................................................................................................426
19.1.7.86 FSP_INTS-BAS_AP29364............................................................................................................................................427
19.1.7.87 FSP_INTS-BAS_AP29365............................................................................................................................................427
19.1.7.88 FSP_INTS-BAS_AP29366............................................................................................................................................427
19.1.7.89 FSP_INTS-BAS_AP29367............................................................................................................................................427
19.1.7.90 FSP_INTS-BAS_AP29368............................................................................................................................................428
19.1.7.91 FSP_INTS-BAS_AP29369............................................................................................................................................428
19.1.7.92 FSP_INTS-BAS_AP29370............................................................................................................................................428
19.1.7.93 FSP_INTS-BAS_AP29371............................................................................................................................................429
19.1.7.94 FSP_INTS-BAS_AP29450............................................................................................................................................429
19.1.7.95 FSP_INTS-BAS_AP29451............................................................................................................................................429
19.1.7.96 FSP_INTS-BAS_AP29452............................................................................................................................................430
19.1.7.97 FSP_INTS-BAS_AP29453............................................................................................................................................430

- xix -



19.1.7.98 FSP_INTS-BAS_AP29454............................................................................................................................................430
19.1.7.99 FSP_INTS-BAS_AP29455............................................................................................................................................431
19.1.7.100 FSP_INTS-BAS_AP29456..........................................................................................................................................431
19.1.7.101 FSP_INTS-BAS_AP29457..........................................................................................................................................431
19.1.7.102 FSP_INTS-BAS_AP29458..........................................................................................................................................432
19.1.7.103 FSP_INTS-BAS_AP29459..........................................................................................................................................432
19.1.7.104 FSP_INTS-BAS_AP29460..........................................................................................................................................432
19.1.7.105 FSP_INTS-BAS_AP29461..........................................................................................................................................432
19.1.7.106 FSP_INTS-BAS_AP29462..........................................................................................................................................433
19.1.7.107 FSP_INTS-BAS_AP29463..........................................................................................................................................433
19.1.7.108 FSP_INTS-BAS_AP29464..........................................................................................................................................433
19.1.7.109 FSP_INTS-BAS_AP29465..........................................................................................................................................433
19.1.7.110 FSP_INTS-BAS_AP29466..........................................................................................................................................434
19.1.7.111 FSP_INTS-BAS_AP29472..........................................................................................................................................434
19.1.7.112 FSP_INTS-BAS_AP29473..........................................................................................................................................434
19.1.7.113 FSP_INTS-BAS_AP29474..........................................................................................................................................435
19.1.7.114 FSP_INTS-BAS_AP29475..........................................................................................................................................435
19.1.7.115 FSP_INTS-BAS_AP29481..........................................................................................................................................435
19.1.7.116 FSP_INTS-BAS_AP29482..........................................................................................................................................435

第20章 メッセージ番号がFSP_INTS-BAS_DEVで始まるメッセージ........................................................................................437
20.1 バッチ開発環境で出力するメッセージ一覧.................................................................................................................................437

20.1.1 FSP_INTS-BAS_DEV5000番台のメッセージ.......................................................................................................................437
20.1.1.1 FSP_INTS-BAS_DEV5125.............................................................................................................................................437

付録A サンプル..................................................................................................................................................................... 438
A.1 概要.................................................................................................................................................................................................438
A.2 構築手順.........................................................................................................................................................................................440
A.3 実行方法.........................................................................................................................................................................................441
A.4 サンプルで使用する各種資材.......................................................................................................................................................449

付録B Systemwalker Operation Managerとの連携...............................................................................................................453
B.1 Systemwalker Operation Managerのセットアップ...........................................................................................................................453
B.2 Systemwalker Operation Managerの操作方法..............................................................................................................................453

B.2.1 Systemwalker Operation Managerクライアントの起動.............................................................................................................453
B.2.2 プロジェクトの登録...................................................................................................................................................................455
B.2.3 ジョブネットおよびジョブの登録..............................................................................................................................................457
B.2.4 ジョブネットの起動...................................................................................................................................................................462
B.2.5 ジョブネットの起動結果の確認...............................................................................................................................................462

B.3 アプリケーションサーバの環境構築...............................................................................................................................................464
B.4 各処理の実行.................................................................................................................................................................................465

B.4.1 フローの実行...........................................................................................................................................................................465
B.4.2 フローのキャンセル..................................................................................................................................................................467
B.4.3 フローの再実行.......................................................................................................................................................................468

付録C 定義規約.................................................................................................................................................................... 475
C.1 フロー定義ツールの文字の制約...................................................................................................................................................475
C.2 フロー定義の制約..........................................................................................................................................................................480
C.3 リソースユニット名の規約................................................................................................................................................................484
C.4 リソースグループ名の規約.............................................................................................................................................................485

付録D フローを実行するために必要な環境設定..................................................................................................................... 486
D.1 業務処理実行アプリケーションの環境設定..................................................................................................................................486

D.1.1 クラスパス.................................................................................................................................................................................486
D.1.2 JavaVMオプション...................................................................................................................................................................487

D.2 業務処理開始アプリケーションの環境設定（IJServerに配備する場合）......................................................................................488
D.2.1 クラスパス.................................................................................................................................................................................488
D.2.2 JavaVMオプション...................................................................................................................................................................489
D.2.3 環境変数..................................................................................................................................................................................489

- xx -



D.3 業務処理開始アプリケーションの環境設定（スタンドアロン）.......................................................................................................490
D.3.1 クラスパス.................................................................................................................................................................................490
D.3.2 JavaVMオプション...................................................................................................................................................................492
D.3.3 環境変数..................................................................................................................................................................................492

D.4 業務処理開始アプリケーションのトランザクションタイムアウト......................................................................................................493
D.5 Interstage Application Serverのチューニング................................................................................................................................494

D.5.1 ネットワーク環境に関する動作環境のチューニング..............................................................................................................494

付録E 謝辞、免責文、ライセンス文.........................................................................................................................................495
E.1 Apache Licenseのライセンス文.......................................................................................................................................................495

用語集...................................................................................................................................................................................499

- xxi -



第1部 機能説明

第1章 概要........................................................................................................................................................2

第2章 機能........................................................................................................................................................9

第3章 導入・運用・保守....................................................................................................................................68

第4章 Interstage以外でバッチ実行基盤(Java)を使用する方法.........................................................................74

- 1 -



第1章 概要

Interstage Job Workload Serverのバッチ実行基盤（Java）の概要を説明します。

1.1 バッチ実行基盤（Java）
Interstage Job Workload Serverのバッチ実行基盤（Java）は、バッチ業務で使用するアプリケーションとしてJavaアプリケーションを用い

る場合の実行基盤です。

バッチ実行基盤（Java）では、バッチ業務手順の定義や、実行されるバッチ業務を以下のとおり表現します。

・ フロー定義

バッチ業務において、あらかじめ登録するバッチ業務手順の定義。

・ フロー

フロー定義にもとづいて実行されるバッチ業務。

また、バッチ実行基盤（Java）を適用する業務モデルは、以下の2つのパターンを対象とします。

・ 一括処理型

・ オンデマンド型

 
一括処理型

一定期間、または一定量のデータをデータベースに蓄積し、まとめて処理する業務モデルです。ジョブスケジューラー(Systemwalker
Operation Managerなど)からジョブネットの一部として実行する場合と、利用者が任意の契機で実行する場合の2つの場合があります。

処理するデータ量が多いことから、データベースまたはファイルに格納されたデータを入力し、アプリケーション間はデータベースまた

はファイル経由でデータを引き継ぎます。

 
オンデマンド型

小口データを逐次処理する業務モデルです。オンラインアプリケーションが呼び出されるごとに印刷処理などのディレイド処理を突き

放して実行します。処理するデータ量が少ないことから、データベースまたはファイルに格納されたデータを入力し、アプリケーション

間はパラメーター (メモリ)でデータを引き継ぎます。
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1.2 機能構成

バッチ実行基盤（Java）の機能構成イメージを以下に示します。

各環境の機能について説明します。

 
バッチ開発環境

バッチ開発環境は、バッチ実行基盤（Java）で使用する以下の3点の資産を作成する開発環境です。

フロー定義

バッチ業務で実行するアプリケーション、アプリケーションへの引継パラメーター、アプリケーションの実行順序などを定義したファ

イルです。バッチ実行基盤（Java）では、フロー定義の内容に従ってアプリケーションを呼び出します。

業務処理実行アプリケーション

フロー定義に従ってバッチ実行基盤（Java）が呼び出すJavaアプリケーションです。

業務処理開始アプリケーション

バッチ処理を開始するためのJavaアプリケーションであり、オンデマンド型業務モデルの場合の、オンラインアプリケーションに該当

します。

バッチ開発環境では、各資産の開発を支援する以下の3点のツールを提供します。各ツールは、Windows上で Interstage Studioのプ

ラグインとして動作します。

なお、バッチ開発環境で作成するフロー定義およびアプリケーションは、ユーザー資産として各種構成管理ソフトウェアなどにより、マ

スタを管理してください。

・ フロー定義エディタ

フロー定義を作成するためのツールです。
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フロー定義エディタは、バッチ業務の流れをアイコンでつなげていく簡単な操作でフロー定義を作成することができます。作成した

フロー定義は、“フロー定義ファイル”として保存されます。

・ アプリケーション連携フロープロジェクト

業務処理実行アプリケーションを開発するためのプロジェクトです。

Interstage Studioでアプリケーション連携フロープロジェクトを作成し、業務処理実行アプリケーション(Java)生成ウィザードを利用す

ることで、あらかじめ作成されたフロー定義から、ひな型のソースプログラムを出力します。アプリケーションの開発者は、ひな型の

ソースプログラムに業務処理を追記することでアプリケーションを開発します。

・ バッチ実行基盤のAPI組み込みウィザード

業務処理開始アプリケーションにフローの実行や、結果の取得を行うためのフロー実行APIを組み込むツールです。

 
バッチ実行環境

バッチ実行環境は、バッチ業務を実行する環境であり、以下の2つで構成しています。

・ フロー実行環境

・ 運用ユーティリティ

 
フロー実行環境

フロー実行環境は、バッチ実行基盤（Java）のフローを実行する環境です。フロー実行環境は、バッチマネージャー、リソースユニット、

およびリソースグループで構成しています。

バッチマネージャー

フロー定義や、フローの実行状態を管理する機能です。

バッチマネージャーは、1つのシステムに1つのみ存在します。

リソースユニット

特定の業務運用単位(運用系・保守系、または業務ごとなど)に関連づけた資源およびアプリケーションの運用環境です。リソース

ユニットは複数作成することができ、1つのリソースユニットでは、64個のフローを同時に実行できます。

リソースグループ

フローの実行を複数のリソースユニットを使用して分散実行する場合のグループ化する単位です。リソースグループは複数作成す

ることができます。

フロー実行環境では、フローの実行に関する以下の6つの機能を提供しています。

・ フローの実行

フローの実行を行う機能です。フローの実行には、次の2つの方法があります。

－ フロー実行コマンドによるフローの実行

一括処理型業務モデルにおいて、ジョブスケジューラーと連携してフローを実行する場合、または利用者が直接フローを実行

する場合に使用します。

フローが終了した場合、実行結果を標準出力または任意のファイルに受け取ることができます。

－ フロー実行APIによるフローの実行

オンデマンド型業務モデルにおいて、業務処理開始アプリケーションでフロー実行APIを呼び出すことでフローを実行します。

フロー実行APIは、JCAに準拠したJavaのAPIであり、フローを実行する機能のほかに、フローの結果を取得する機能がありま

す。

・ アプリケーションの実行制御

アプリケーションの実行制御はリソースユニットで行います。フロー定義に従い、業務処理実行アプリケーションの呼び出しを行い

ます。

・ フローのキャンセル

実行中のフローを中断する機能です。キャンセルされたフローは、フローの再実行を行うことで再開したり、フローの削除コマンド

により完全に打ち切ることができます。

・ フローの再実行

異常終了したフローやキャンセルされたフローの再実行を行う機能です。
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・ ファイル管理機能

ファイル管理機能は、フロー定義にしたがってファイル資源を管理します。業務処理実行アプリケーションは、ファイル管理機能か

ら通知された情報を利用してファイルをアクセスします。ファイル管理機能には以下の機能があります。

－ ファイルの排他機能

－ ファイルの割当て機能

なお、ファイル管理機能は、バッチ実行基盤(Java)をInterstageで利用する場合だけ利用できます。

・ ログの出力

フロー実行時のログを出力する機能です。以下の3つのログを出力します。

－ 実行ログ

フローの実行結果を記録するためのログです。フロー実行コマンドでフローを実行した場合のみ、実行ログが出力されます。

－ 簡易実行ログ

フローの実行状況を記録するためのログです。

－ 標準ログ

システムの運用状況を記録するためのログです。フロー実行環境の稼働状況やエラー状況を記録するシステムログと、各業務

処理実行アプリケーションの処理時間などを記録する性能ログの2種類があります。

－ 業務ログ

実行ログ内に業務処理実行アプリケーションの処理結果を記録するためのログです。

 
運用ユーティリティ

フロー実行環境の作成、運用を行うために、以下のコマンドを提供します。

・ 環境構築コマンド

フロー実行環境を構築するためのコマンドです。

・ 運用操作コマンド

フロー実行環境の操作、および状態表示などを行うためのコマンドです。

1.3 システム構成

Interstage Job Workload Serverのバッチ実行基盤（Java）のシステム構成について説明します。

1.3.1 全体構成

バッチ実行基盤（Java）のサーバ構成を以下に示します。
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各サーバについて説明します。

・ アプリケーション開発サーバ

フロー定義、業務処理実行アプリケーション、および業務処理開始アプリケーションを作成するバッチ開発環境です。

Interstage Studioと、Interstage Job Workload Serverのプラグインを使用して開発します。

・ 運用管理サーバ

ジョブスケジューラーが動作するサーバです。

Systemwalker Operation Managerなどの運用管理製品により、ジョブスケジュールや、ジョブの管理を行います。

なお、ジョブスケジューラーによる運用管理は、必須ではありません。

・ アプリケーションサーバ

フローの実行を行うバッチ実行環境です。

Interstage Job Workload Serverにより、開発環境で開発したフロー定義に従い、業務処理実行アプリケーションを動作させます。

また、運用ユーティリティもアプリケーションサーバで使用します。

・ データベースサーバ

データベース環境が動作するサーバです。業務処理実行アプリケーションがデータベースを利用する場合に必要になります。

Symfoware ServerやOracleにより、業務データベースや、作業用データベースを構築します。

1.3.2 アプリケーションサーバの構成

アプリケーションサーバのバッチ実行基盤（Java）は、業務の内容に応じて、以下の構成にすることができます。

・ 基本構成

・ クラスタ構成

以下に、各構成について説明します。

1.3.2.1 基本構成

1つのアプリケーションサーバで運用する場合の構成です。

リソースユニットは、業務運用単位(運用系・保守系、または業務ごとなど)に作成し、複数作成することができます。リソースユニットは、

IJServer上で動作するため、業務運用単位での起動／停止、アプリケーション異常終了時の自動再実行による業務継続など、IJServer
の機能を使用できます。

IJServerの詳細については、Interstage Application Serverのマニュアルを参照してください。
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1.3.2.2 クラスタ構成

クラスタ構成では、システムを構成するアプリケーションサーバに運用システムと待機システムを用意し、必要に応じてアプリケーション

サーバの処理を他のサーバに切り替えられるように構成します。これにより、運用中のアプリケーションサーバでハードウェアやソフト

ウェアの障害が発生しても、そのアプリケーションサーバの処理を待機側のサーバに切り替え、システム全体の業務処理を停止させず
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に続行することができるため、システムの可用性を高めることができます。バッチ実行基盤（Java）では、PRIMECRUSTERを使用した1:1
の運用待機のクラスタ構成をサポートします。

クラスタ構成の詳細については、“第5部 クラスタシステム”を参照してください。
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第2章 機能

Interstage Job Workload Serverのバッチ実行基盤（Java）の機能について説明します。

2.1 機能構成

バッチ実行基盤（Java）は、バッチ開発環境およびバッチ実行環境で構成しています。

2.2 バッチ開発環境

バッチ開発環境は、バッチ実行環境で使用するフロー定義、業務処理実行アプリケーション、および業務処理開始アプリケーションを

作成するための開発環境です。バッチ開発環境では、各開発資源に対して、以下の開発支援ツールを提供します。

開発資産 開発支援ツール 備考

フロー定義 フロー定義エディタ   

業務処理実行アプリケーション 業務処理実行アプリケーション

(Java)生成ウィザード

  

業務処理開始アプリケーション バッチ実行基盤のAPI組み込み

ウィザード

オンデマンド型業務モデルの

場合に必要となります。
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各開発支援ツールは、Interstage Studioのプラグインとして動作します。

なお、フロー定義、業務処理実行アプリケーション、および業務処理開始アプリケーションの作成方法の詳細については“第3部 アプ

リケーション開発”を参照してください。

2.2.1 フロー定義

バッチ実行環境でフローを実行するためには、フロー定義を作成する必要があります。フロー定義は、フロー定義エディタで作成しま

す。フロー定義エディタによるフロー定義の作成方法については、“第7章 フロー定義の作成”を参照してください。ここでは、フロー定

義の概要を説明します。

フロー定義は、主に以下の4つの定義より構成されています。

・ アクティビティ定義

・ ルーティング定義

・ 業務データ定義

・ 資源定義

以下に各定義項目について説明します。

 
アクティビティ定義

アクティビティ定義では、各アクティビティで呼び出す業務処理実行アプリケーションのクラス名、およびパラメーター／戻り値と業務

データとの対応付けを定義します。フロー実行環境で、以下の処理を実現します。

・ “パラメーターと関連付けれらた業務データ”をパラメーターとして、指定されたクラスを呼び出します。
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・ “復帰情報と関連付けられた業務データ”に復帰情報を反映します。

 
ルーティング定義

ルーティング定義では、業務処理実行アプリケーションの実行順序を定義します。フロー実行環境で、以下の処理を実現します。

・ ルーティング定義に定義された順序に従って業務処理実行アプリケーションを呼び出します。

・ ルーティング定義では、条件式を定義することで、業務データの値によって次に実行する業務処理実行アプリケーションを変更す

ることもできます。

条件式の例を以下に示します。

 
業務データ定義

業務データ定義では、業務処理実行アプリケーション間で引き継ぐ業務データの構造(名前、型)を定義します。フロー実行環境で、

以下を実現します。

・ 一括処理型の業務モデルで、業務処理実行アプリケーション間のデータ引渡しにデータベースやファイルを使用する場合は、使

用するデータベース名やファイル名を業務データに定義し、フローの実行時に動作環境に合わせて業務データを設定すること

で、業務処理実行アプリケーションのコーディングを汎用化できます。

・ オンデマンド型の業務モデルでは、業務処理実行アプリケーション間の引継ぎデータとして業務データを使用します。

・ アクティビティ定義で業務処理実行アプリケーションのパラメーターや復帰情報と関連付けることで、業務処理実行アプリケーショ

ンから業務データの参照や更新ができます。

・ フローの実行時にフロー実行コマンド、およびフロー実行APIで業務データの初期値を指定することができます。

 
資源定義

業務処理実行アプリケーション間のデータ引渡しにファイルを利用する場合に、アクティビティで使用するファイルを定義します。業務

処理実行アプリケーション間のデータ引渡しにデータベースを利用する場合は、定義は不要です。資源定義を行うことにより、ファイル

管理機能がファイルの制御を行うため、業務処理実行アプリケーションでファイル制御の意識が不要になります。フロー実行環境で、

以下を実現します。

・ 業務処理実行アプリケーションのプログラムにハードコーディングしていたファイル名の情報を論理的なファイル名にすることで、

プログラムの可用性が向上します。
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・ 業務処理実行アプリケーションの実行時には、論理的なファイル名と物理的なファイル名を対応づけて、実ファイルを取り扱うこと

ができます。

・ フロー定義で割り当てたファイルの削除／排他解放などを実現することで、業務処理実行アプリケーションが終了した場合のファ

イル資源の回収が簡単になり、業務処理ロジックの構築に専念できます。

・ フロー定義に指定した資源は、フロー開始時に排他の獲得ができます。このため、複数のフローによる資源の競合を防ぐことがで

き、資源の破壊を防止します。

Interstage以外でバッチ実行基盤(Java)を使用する場合には、資源定義（ファイル管理機能）を利用することができません。

2.2.2 業務処理実行アプリケーション

業務処理実行アプリケーションは、Interstage Studioでアプリケーション連携フロープロジェクトを作成してから、以下の手順で作成しま

す。

なお、業務処理実行アプリケーションの開発方法の詳細については、“第8章 業務処理実行アプリケーションの作成”を参照してくだ

さい。

1. フロー定義を入力に業務処理実行アプリケーション（Java）生成ウィザードを利用して、業務処理実行アプリケーションのソース

コードのひな型を出力します。

2. ひな型に業務で必要な処理(業務ロジック)を記述します。

3. 業務処理実行アプリケーションの処理結果を実行ログに含める場合は、業務ログに関する処理を記述します。

4. 業務処理実行アプリケーションをInterstage Studioでコンパイルおよびビルドして作成します。
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2.2.3 業務処理開始アプリケーション

オンデマンド型業務モデルにおける業務処理開始アプリケーションは、フローの実行を行うJavaのアプリケーションです。業務処理開

始アプリケーションによるフローの実行はフロー実行APIを用いて行います。フロー実行APIによるフローの実行は、フローの完了を待

ち合わせない突き放し型のため、フローの実行を行った後、すぐに復帰します。結果を取得する場合は、フロー実行APIで結果の取

得を行います。

業務処理開始アプリケーションは、以下の手順で開発します。

なお、業務処理開始アプリケーションの開発方法の詳細については、“第9章 業務処理開始アプリケーションの作成”を参照してくだ

さい。

1. Interstage Studioで業務処理開始アプリケーション用のプロジェクトを作成します。

2. 業務処理開始アプリケーションを作成、編集します。

3. バッチ実行基盤のAPI組み込みウィザードで、編集した業務処理開始アプリケーションにフロー実行APIを組み込みます。
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4. 組み込んだフロー実行APIに値を設定します。

5. 業務処理開始アプリケーションをInterstage Studioでコンパイルおよびビルドして作成します。

2.3 フロー実行環境

フロー実行環境は、フロー定義に従って業務処理実行アプリケーションを呼び出します。フロー実行環境の各機能について説明しま

す。

2.3.1 フローの実行

フローの実行方法には、コマンドとAPIの2種類があります。コマンドとAPIでは、バッチ業務における利用シーンが異なるため、用途に

沿った機能を以下の表にしたがって選択してください。

実行方法 フローの実行方式 用途

フロー実行

コマンド

同期型

(フローが終了するまでコマンド

は復帰しません)

一括処理型の業務モデルのバッチ業務を実行する

ジョブスケジューラーからフローを実行する

フロー実行API 非同期型

(フローを実行した時点でAPIは
復帰します。結果は、フロー実

行APIで確認します)

オンデマンド型の業務モデルのバッチ業務を実行す

る

業務処理開始アプリケーションからフローを実行する

 
フロー実行コマンド

フローを実行するコマンドとして以下を提供します。

apfwsubflow -f フロー定義名 ...

apfwsubflowコマンドの詳細については、“16.1 apfwsubflow”を参照してください。

 
フロー実行API

フローを実行するJava APIです。また、フロー実行APIによりフローの結果を取得することもできます。APIの詳細については、“第17章
APIリファレンス”を参照してください。

 
コリレーションID

フローの実行を行うと、実行したフローにコリレーションIDが採番され、フローのキャンセルや再実行を行う際に指定します。コリレーション

IDは、以下に示す方法で確認できます。

・ フロー実行コマンドでフローの実行を行った場合は、コマンドの標準出力に出力されます。

・ フローの状態表示コマンド(apfwinfoflow)で表示されます。

apfwinfoflowコマンドの詳細については、“16.4 apfwinfoflow”を参照してください。

2.3.2 アプリケーションの実行制御

アプリケーションの実行制御は、フロー定義に従い、以下のアプリケーションを呼び出します。

・ 業務処理実行アプリケーション

・ フロー前処理、フロー後処理

 
業務処理実行アプリケーション

フロー定義のアクティビティ定義で定義し、ルーティング定義で定義された順序に従って呼び出します。
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フロー前処理、フロー後処理

フローの前、後に実行する処理です。フロー定義のプロパティで定義でき、データベース資源の獲得と初期化、解放など、フロー単位

の前処理、後処理を行う場合に使用します。

フロー前処理は、 初の業務処理実行アプリケーションを実行する前に呼び出します。フローの再実行を行った場合も、再開する業

務処理実行アプリケーションを実行する前に呼び出します。

また、フロー後処理は、 後の業務処理実行アプリケーションを実行した後に呼び出します。フローの途中で業務処理実行アプリケー

ションが異常終了した場合も呼び出します。なお、業務処理実行アプリケーションがすべて正常終了した場合、フロー後処理が異常

終了しても、フローは正常終了したものとして扱います。

フロー前処理、フロー後処理では業務データを更新することができます。フローが異常終了したときに、フロー後処理で業務データを

更新した場合、フローの再実行ではフロー後処理で更新した業務データが使用されます。
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ファイル管理機能を利用してファイルの操作を行う場合は、フロー前処理、フロー後処理でファイルの割当てなどの操作を行う必要は

ありません。フロー定義に従ってファイル管理機能によりファイルの割当てが行われます。

2.3.3 フローのキャンセル

実行中のフローを中断する場合は、フローのキャンセルを行います。フローをキャンセルする方法には以下の2つの方法があります。

・ フローのキャンセルコマンドによるキャンセル

・ フロー実行コマンドの強制終了によるキャンセル

フローのキャンセルを行うと、フローが中断され、フローの状態は“キャンセル処理中”となります。フローの中断は、業務処理実行アプ

リケーションと業務処理実行アプリケーションの間で行われます。業務処理実行アプリケーションが実行中の場合は、業務処理実行ア

プリケーションが復帰したタイミングでキャンセルが実行されます。

キャンセルしたフローを再開する場合は、apfwsubflowコマンドにより再実行します。また、再実行が不要な場合は、apfwrmflowコマン

ドによりフローを削除します。キャンセル後のフローの操作については、“10.4 異常発生時の対処”を参照してください。

以下にキャンセルが実行されるタイミングを示します。

1. フローの 初の業務処理実行アプリケーションを実行する前にキャンセルが実行された場合、 初の業務処理実行アプリケー

ションを実行せずにフローはキャンセルされます。

2. フローの業務処理実行アプリケーションの実行中でキャンセルが実行された場合、実行中の業務処理実行アプリケーションの

終了後、次の業務処理実行アプリケーションを実行する前にフローはキャンセルされます。

3. 業務処理実行アプリケーションと業務処理実行アプリケーションの中間でキャンセルが実行された場合、次の業務処理実行ア

プリケーションを実行する前にフローはキャンセルされます。

4. 終の業務処理実行アプリケーションの実行後にキャンセルを実行した場合、フローはキャンセルされず、正常に終了します。

 
フローのキャンセルコマンドによるキャンセル

実行中フローをキャンセルするコマンドとして以下を提供します。

apfwcancelflow コリレーションID ...

apfwcancelflowコマンドの詳細については、“16.2 apfwcancelflow”を参照してください。

本コマンドは、非同期型であり、フロー実行基盤がキャンセル要求を受け付けると即時復帰します。フローをキャンセルした結果は、フ

ローの状態表示コマンド(apfwinfoflow)により確認できます。
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フローをキャンセルするには、そのフローのコリレーションIDを指定します。また、コマンドのパラメーターに複数のコリレーションIDを指

定することで、一度のコマンドで複数のフローをキャンセルすることができます。

コリレーションIDは、フロー状態表示コマンドで確認することができます。フロー情報表示コマンドについては、“16.4 apfwinfoflow”を

参照してください。

コマンドによるキャンセルの実行例を以下に示します。

ここでは、Windowsの例として、ユーザー名を“Administrator”としています。

apfwcancelflow Flow1_00001

FlowName CorrelationID ResourceUnit State     StartTime           UserName      

--------------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Executing 2008/06/13 13:25:48 Administrator 

--------------------------------------------------------------------------------

フロー" Flow1_00001"をキャンセルしますか？(Y/N) y

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28636: フローのキャンセルを受け付けました: コリレーションID=Flow1_00001

 
フロー実行コマンドの強制終了によるキャンセル

フロー実行コマンドによってフローを実行した後、コマンドが復帰する前に、異常終了やCtrl+cなどによってフロー実行コマンドのプロ

セスが消滅すると、実行したフローはキャンセルされます。

なおフロー実行コマンドの強制終了によりフローをキャンセルした場合、コマンドを実行した標準出力およびコマンド実行時に指定し

たパスには、実行ログは出力されません。

実行ログを確認したい場合は、フローを実行したリソースユニットを配置したサーバで実行ログを確認してください。

2.3.4 フローの再実行

フローが実行中に業務処理実行アプリケーションの異常やキャンセルによりフローが異常終了した場合、フローの再実行を行うことで

業務を続行することができます。フローの再実行は、異常終了した業務処理実行アプリケーションから行われ、業務処理実行アプリ

ケーションのパラメーターには、異常終了した時に通知されたパラメーターと同一のパラメーターが通知されます。また、再実行は、実

行時と同一のリソースユニットで行われます。なお、 初の業務処理実行アプリケーションより再度フローを実行する場合は、新たにフ

ローを実行してください。

フローを再実行するためには、フロー実行コマンドにコリレーションIDを指定します。

再実行したいフローのコリレーションIDについては、フロー情報表示コマンドを用いて確認してください。フロー実行コマンドについて

は、“16.1 apfwsubflow”を、フロー情報表示コマンドについては、“16.4 apfwinfoflow”を参照してください。

また、再実行やフローを 初から実行しなおす場合、業務データベースや作業用データベースのロールバックなどお客様資産の整

合性は、お客様自身の責任で行ってください。詳細については、“10.4 異常発生時の対処”を参照してください。

また、実行環境が壊れた場合など、実行時のリソースユニットでフローを再実行できない場合は、別のリソースユニットを指定して新た

にフローを実行してください。

以下に、異常終了した業務処理実行アプリケーションから再実行を行う場合の、再実行が可能なタイミングを示します。
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業務処理実行アプリケーションが異常終了した場合の再実行

1. 業務処理実行アプリケーション2でフローが異常終了します。

2. 再実行を行うと業務処理実行アプリケーション2からフローは再開します。業務処理実行アプリケーション2に渡されるパラメーター

は、異常終了した時と同じ値が渡されます。

 
フローをキャンセルした場合の再実行

1. 業務処理実行アプリケーション1が実行中にキャンセルすると、業務処理実行アプリケーション1が終了した直後でフローが終了

します。

2. 再実行を行うと業務処理実行アプリケーション2からフローは再開します。業務処理実行アプリケーション2に渡されるパラメーター

は、キャンセルでフローが終了した時点の業務データの値が渡されます。
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2.3.5 ファイル管理機能

ファイル管理機能は、フローで使用するファイルを管理します。

ファイル管理機能がもつ機能は、以下のとおりです。

・ ファイルの排他機能

・ ファイルの割当て機能

・ ファイル管理機能では、アプリケーション内で行う、ファイル操作(open、read、write、close)については制御を行いません。したがって 、
ファイルの追加書き/上書きなども業務処理実行アプリケーションのファイル操作に依存します。

・ フロー前処理、フロー後処理でファイル管理機能は利用できません。

・ ファイル管理機能でサポートするファイルシステムは以下のとおりです。

－ UFS

－ ZFS

－ ext3

－ NTFS

2.3.5.1 ファイルの排他機能

複数のフローが、同じファイルを更新する場合に発生するファイルの破壊を防止するため、ファイルの排他機能は、フロー定義の指定

にもとづいて、フロー単位にファイルの排他を獲得します。

また、アクティビティ終了時またはフローの終了時（フローの中断も含む）に、フローが使用したファイルの排他を解除します。このた

め、アプリケーションや運用で排他機構を用意する必要がなくなります。
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ファイルを更新するフローを実行する場合は、そのフローが終了するまで、ほかのフローがファイルの参照、および更新できないように

する必要があります。また、複数のフローがファイルの参照だけを行う場合は、それらのフローの間で、同一のファイルを同時に使用で

きる必要があります。

ファイルの排他機能は、目的に応じてファイルの排他の種類を選択できます。

・ ファイルの排他機能は、ファイル管理独自の論理による排他制御を行うため、バッチ実行基盤(Java)で実行していないアプリケー

ションや一般のコマンドとは排他しません。

・ フロー定義に設定していないファイルは、ファイル管理機能の対象外であるため、ファイルの排他を行いません。

ファイルの排他の種類、および排他が競合したときの動作は、フロー定義で指定します。

2.3.5.1.1 ファイルの排他の種類

排他の種類および後続フローの動作について説明します。

 
排他の種類

・ 排他モード

ほかのフローからのファイルの使用を抑止します。

・ 共用モード

共用モードを指定した複数のフローで同じファイルを参照できます。

 
後続フローの動作

ファイルが先行フローですでに使用されている場合、後続フローの動作を指定できます。指定の種類は、以下のとおりです。
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・ 待ち指定

排他が獲得できるまで当該フローの実行を待ち合わせます。この待ち合わせを排他待ちと呼びます。排他待ち発生後のフローの

実行順番は、先に排他待ちが発生したフローから実行されます。排他待ち発生時までに獲得したファイルの排他は保持し続けま

す。

なお、フロータイムアウト時間を設定することで、排他待ち状態となったフローを設定時間で停止させることができます。

・ 異常終了指定

フローが異常終了します。

フローの排他獲得状況と排他待ち状況は、apfwexcinfoコマンドで確認できます。apfwexcinfoコマンドについては、“16.22
apfwexcinfo”を参照してください。

 
待ち指定の場合の後続フローの動作

待ち指定の場合の後続フローの動作は以下のとおりです

フローの指定と動作 後続フロー

排他モード 共用モード

先行フロー 排他モード 後続フローが排他待ち 後続フローが排他待ち

共用モード 後続フローが排他待ち 共用で使用

先行フローが共用モードでファイルを排他している場合
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先行フローが排他モードでファイルを排他している場合

 
異常終了の場合の後続フローの動作

異常終了の場合の後続フローの動作は以下のとおりです

フローの指定と動作 後続フロー

排他モード 共用モード

先行フロー 排他モード 後続フローが異常終了 後続フローが異常終了

共用モード 後続フローが異常終了 共用で使用
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先行フローが共用モードでファイルを排他している場合

先行フローが排他モードでファイルを排他している場合

2.3.5.1.2 ファイルの排他の有効範囲

ファイル管理機能は、フロー定義にもとづいてファイルの排他を保持し続けます。

排他の獲得契機と解除契機は、以下のとおりです。
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・ 排他の獲得契機

フローの開始時（フロー前処理の直後）およびフローの再実行時（フロー前処理の直後）に、フロー定義に設定したすべてのファイ

ルの排他を一括して獲得します。

・ 排他の解除契機

ファイルを使用する 後のアクティビティの終了時に排他を解除します。ただし、資源定義の[後続のアクティビティへ渡す]を指定

したファイルは、フロー終了時（フロー後処理の直前）まで排他を保持し続けます。

なお、フローの異常終了などによりフローが中断した場合は、その時点でファイルの排他を解除します。

上記のように、フローで使用するすべてのファイルの排他をフロー開始時にあらかじめ獲得することで、フロー実行中のデッドロックの

発生を防止します。

フロー開始時に獲得する排他の有効範囲を以下に示します
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2.3.5.2 ファイルの割当て機能

ファイルの割当て機能は、アクティビティ開始時に、フロー定義に設定したファイルを、業務処理実行アプリケーションが動作するうえ

で必要なファイルに割り当て、利用できる状態にします。アクティビティまたはフローの終了時に、該当アクティビティが使用したファイ

ルの割当てを解除します。これにより、フローのファイルの割当てに関する制御論理の開発を軽減できます。

アクティビティ開始時には、フロー定義に指定したファイルの論理的な名称（資源名）とファイルの物理的なファイル名（パス名）の対応

関係をまとめた情報（java.util.Mapオブジェクト）を、業務処理実行アプリケーションに通知します。これにより、業務処理実行アプリケー

ションに、物理的なファイル名（パス名）を直接記述する必要がなくなるため、業務処理実行アプリケーションの汎用性が高くなります。
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また、フロー定義に設定する物理的なファイル名（パス名）の一部に、業務データ定義の業務データ名を指定することで、フロー実行

時の業務データの値にもとづいて物理的なファイル名（パス名）を決定することができます。これにより、フローの実行を行う前にフロー

定義に指定した物理的なファイル名（パス名）を修正する必要がなくなり、フロー定義の汎用性が高くなります。

 
ファイルの割当て方法

ファイルの割当て方法は、以下のとおりです。

指定項目 割当て方法

新規 ファイルが存在した場合は

異常で終了

ファイルが存在しない場合は、新規ファイルを排他モードで割り当てま

す。

ファイルが存在した場合はフローを異常終了します。

ファイルが存在した場合は

正常終了

ファイルが存在しない場合は、新規ファイルを排他モードで割り当てま

す。

ファイルが存在した場合は、既存ファイルを排他モードで割り当てま

す。

既存 更新 既存ファイルを排他モードで割り当てます。

ファイルが存在しない場合はフローを異常終了します。

参照（排他） 既存ファイルを排他モードで割り当てます。

ファイルが存在しない場合はフローを異常終了します。

参照 既存ファイルを共用モードで割り当てます。

ファイルが存在しない場合はフローを異常終了します。

 
ファイルの割当て解除方法

ファイルの割当て解除方法は、以下のとおりです。

指定項目 割当て方法

削除 アクティビティ終了時にファイルを削除します。

保持 アクティビティ終了後もファイルを保持します。
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指定項目 割当て方法

後続のアクティビティへ渡す アクティビティ終了後もファイルを保持し、後続のアクティビティで指定

した解除方法で解除されます。

 
割当てを行うファイル

ファイルの割当て機能が、割り当てることができるファイルは、以下のとおりです。

・ 一時ファイル

フロー内に閉じて使用する作業ファイルです。フロー内で一時的に使用する場合や、アクティビティ間の情報の引継ぎに使用する

場合に、一時ファイルを使用できます。

一時ファイルは、フロー開始時にファイル管理機能が作成し、フロー終了時に、ファイル管理機能が削除します。一時ファイルの

ファイル名は、フロー開始時に、ファイル管理機能が決定します。このため、利用者は、一時ファイルのファイル名を意識すること

なく使用できます。

複数のフロー間でデータを引き継ぐファイルとして、一時ファイルを使用できません。

・ 非一時ファイル

フロー間で使用し、フローが終了しても削除されないファイルです。フロー間の情報を引継ぐ場合や、フロー終了後に処理結果を

残す場合などに使用します。

フロー定義のアクティビティ定義の資源に設定していないファイルは、ファイル管理機能の対象外であるため、ファイルの割当てと

割当て解除を行いません。

 
業務データを利用したファイル名の置換え

業務データ定義に定義した業務データ名をファイル名（ディレクトリ名も含みます）の一部に指定することで、“フロー実行コマンド（フ

ロー実行API）で指定した業務データの初期値”または“フロー前処理で設定した業務データの値”で置換えることができます。これに

より、フロー実行時にフローが利用するファイル名を決定することが可能です。

ファイル名に業務データ名を指定する場合は、業務データ名を“${”と“}”で括ります。

フロー実行コマンド（フロー実行API）で指定した業務データの初期値でファイル名を決定するイメージを以下に示します。
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フロー前処理で指定した業務データの初期値でファイル名を決定するイメージを以下に示します。

ファイル名に利用可能な業務データのデータ型は以下のとおりです。

・ String
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・ Short

・ Integer

・ Long

ファイル名の置換えは、フロー前処理の完了直後に行われます。このため、以下の注意事項があります。

・ アクティビティで業務データの設定もしくは変更を行った場合は、ファイル名には置き換えられません。

・ フローの中断後のフローの再実行において、フロー中断時のフロー後処理やフローの再実行時のフロー前処理で業務データを

変更してもファイル名の置換えは行われません。フローの中断前のファイル名でフローが再実行されます。

業務データ名の指定方法の詳細は、“7.3.3.2.2 資源定義設定ダイアログ”を参照してください。

 
nullデバイス

ファイルの割当て機能は、ファイルの入出力が発生しない作業ファイルとしてnullデバイスに対してファイルの割当てを行うことができま

す。

nullデバイスは、ファイルの排他制御は行われません。

nullデバイスの使い方については、オペレーティングシステムのnullデバイスの仕様に従ってください。

2.3.5.2.1 ファイル管理機能が割り当てるファイルの種類

ファイル管理機能は、一時ファイルと非一時ファイルを割り当てます。

一時ファイルは、フロー開始時にファイル管理機能により、ファイル名を決定して作成されます。

非一時ファイルは、フロー定義の資源定義に利用者が設定したファイル名で割り当てられます。

一時ファイルのファイル名は、以下の命名規約にしたがって、ファイル管理機能が自動的にファイル名を決定します。

命名規約：apfwtemp.コリレーションID.アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）.通し番号

・ 一時ファイルは、フロー内に閉じて使用するファイルであるため、ファイルの排他制御は行いません。

・ 一時ファイルは、複数のフロー間でデータを引き継ぐファイルとして、使用できません。

・ 非一時ファイルのファイル名には、一時ファイルのファイル名との重複防止のため、“apfwtemp”で始まるファイル名を使用しない

でください。

・ 一時ファイルと非一時ファイルのパスは、 大255バイトです。このため、“資源定義”では、ディレクトリ名の長さとファイル名の長さ

の合計が、255バイトを超えないように設定してください。

ファイル管理機能がフロー実行時に、ディレクトリ名の長さとファイル名の長さの合計の確認を行います。

・ 一時ファイルのファイル名の長さは、 大149バイトになります。ファイル管理機能で管理できるファイルのパスは、 大255バイトで

あるため、ディレクトリ名と一時ファイル名の長さの合計が255バイトを超えないように、ディレクトリ名を設定してください。
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2.3.5.2.2 ファイルの割当てと解除

ファイルの割当てと解除について説明します。

 
ファイルの割当て

ファイル管理機能は、フロー定義の設定にもとづいて、アクティビティ開始時にフロー定義に指定されたディレクトリにファイルを割り当

てます。

 
ファイルの割当て解除

ファイル管理機能は、フロー定義に指定した[資源の後処理]にもとづいて、アクティビティの終了時にフローで使用したファイルの割当

てを解除します。

ファイル管理機能の解除は、不要ファイルの残存による後続フローの誤動作を防止するために、以下の処理を行います。

・ フロー定義の「資源の後処理」で「削除」を指定しているファイルの削除

 
ファイルの割当て方法

ファイルの割当て方法には以下があります。

・ 新規にファイルを作成する（ファイルが存在した場合はフローを異常終了）

新規にファイルを割り当てる場合に使用します。ファイルは排他モードで排他します。ファイルを割り当てるとき、すでにファイルが

存在した場合は、アクティビティの起動がエラー（フローの異常終了）となります。

ファイルは書込みに使用することができます。

・ 新規にファイルを作成する（ファイルが存在した場合はそのまま使用する）

ファイルの存在が不明の場合に使用します。ファイルは排他モードで排他します。

この割当て方法は、ファイル管理機能がファイルの存在を確認し、ファイルが存在する場合は既存割当て、ファイルが存在しない

場合は新規に割り当てます。

ファイルは書込みに使用することができます。

一時ファイルの場合は、この割当て方法は使用できません。

・ 既存のファイルを更新する

既存ファイルを割り当てる場合に使用します。ファイルは排他モードで排他します。割当て時にファイルが存在しない場合は、アク

ティビティの起動がエラー（フローの異常終了）となります。

ファイルは書込みに使用することができます。

一時ファイルの場合は、この割当て方法は使用できません。

・ 既存のファイルを参照する（ファイルを排他的に使用する）

既存ファイルを割り当てる場合に使用します。ファイルは排他モードで排他します。割当て時にファイルが存在しない場合は、アク

ティビティの起動がエラー（フローの異常終了）となります。

ファイルは読込みに使用することができます。

一時ファイルの場合は、この割当て方法は使用できません。

・ 既存のファイルを参照する

既存ファイルを割り当てる場合に使用します。ファイルは共用モードで排他します。割当て時にファイルが存在しない場合は、アク

ティビティの起動がエラー（フローの異常終了）となります。

ファイルは読込みに使用することができます。

一時ファイルの場合は、この割当て方法は使用できません。また、回収方法に削除は指定できません。

・ ファイル割当て方法に新規を指定し、かつ、指定したディレクトリが存在しない場合、ディレクトリも作成されます。

・ 資源定義のファイル割当て方法に新規を指定した場合、作成されるファイルの権限は、“2.3.5.2.4 ファイルの権限”を参照してくだ

さい。
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ファイルの割当て解除方法

アクティビティの処理が終了したときにファイルの割当てを解除します。割当て解除方法には以下があります。

・ 削除

アクティビティ終了時にファイルの割当てを解除し、ファイルを削除する場合に使用します。

・ 保持

アクティビティ終了時にファイルの割当てを解除しますが、ファイルは削除しない場合に使用します。

一時ファイルの場合は、本解除方法は指定できません。

・ 後続のアクティビティへ渡す

アクティビティ終了時にファイルの割当てを解除せずに、後続のアクティビティにファイルの割当てを引き継ぐ場合に使用します。

後続のアクティビティは、以下のいずれかで引き継ぐファイルを指定します。

－ 引き継ぐファイル名を直接指定

－ 引継ぎ元のアクティビティのアプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）およびファイル識別名を指定

ファイルの割当て方法および解除方法の指定できるパターンを以下に示します。

ファイルの種類 ファイルの割当ておよび解除の指定

割当て方法 アクティビティ終了時の解除方法

非一時ファイル 新規にファイルを作成する（ファイ

ルが存在した場合は異常終了）

削除

保持

後続のアクティビティへ渡す

新規にファイルを作成する（ファイ

ルが存在した場合はそのまま使用

する）

削除

保持

後続のアクティビティへ渡す

既存のファイルを更新する 削除

保持

後続のアクティビティへ渡す

既存のファイルを参照する（ファイ

ルを排他的に使用する）

削除

保持

後続のアクティビティへ渡す

既存のファイルを参照する 保持

後続のアクティビティへ渡す

一時ファイル 新規 削除

後続のアクティビティへ渡す

既存（先行するアクティビティの資

源を引き継いだ場合）

削除

後続のアクティビティへ渡す

フローのキャンセルや、業務処理アプリケーションの異常終了などにより、フローの処理が中断した場合は、上記の割当て解除方法に

従いません。詳細は、“フローが中断した場合のファイルの割当ての状態”を参照してください。

 
フローが中断した場合のファイルの割当ての状態

業務処理アプリケーションの異常終了(アクティビティの異常終了時)などにより、フローの処理が中断した場合、フロー定義に指定した

ファイルの割当て解除方法に従いません。フローが中断した時点で作成済みとなっている、非一時ファイルおよび一時ファイルは、す

べて保持された状態になります。
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これらの保存されたファイルについては、フローの中断が発生した原因の調査に利用してください。

なお、中断したフローの再実行や削除を行った場合、ファイルの状態がそれぞれ以下になります。

・ フローの再実行時

中断が発生したアクティビティで新規に作成した一時ファイルについては、ファイルの再作成（削除と作成）を行った後、中断が発

生したアクティビティからフローを再実行します。

先行するアクティビティで新規作成した一時ファイルや非一時ファイルについては、ファイルの再作成（削除と作成）は行わずに、

中断が発生したアクティビティからフローを再実行します。

・ フローの削除時

フローで作成した一時ファイルはすべて削除され、非一時ファイルはすべて保持されます。

・ ファイルの更新を行うフローが中断した場合、バッチ実行基盤（Java）では、ファイルの内容についてロールバックは行いません。こ

のようなフローを再実行する場合には、ファイルの整合性について問題がないことを確認してください。

・ フローの中断が発生した場合、フローで新規に作成した非一時ファイルについては、フローの再実行およびフローの削除のいず

れの操作においても、ファイルの削除を行いません。このため、フローの再実行または新しくフローを実行する場合、かつ、ファイ

ルの割当て方法に“ファイルを新規に作成する（ファイルが存在した場合は異常終了）”が指定されていた場合、非一時ファイルが

既に存在するためにフローが異常終了します。この場合は、フローを実行する前に、該当する非一時ファイルを削除してください。

 
ファイルの割当ておよび解除の流れ

以下にファイル管理機能の、ファイルの割当ておよび解除の流れを示します。
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2.3.5.2.3 ファイルの割当ての有効範囲

ファイル管理機能は、フロー定義にもとづいてファイルの割り当て、割当て解除を行います。

なお、アクティビティが異常終了した場合（業務処理実行アプリケーションが異常終了した場合）には、アクティビティ終了時の解除の

方法に従わず、一時ファイル／非一時ファイルともに保持されます。

ファイルの種類 割当ておよび解除の指定 アクティビティ終了時

のファイルの状態

アクティビティ異常終

了時のファイルの状

態(*6)
割当て方法 アクティビティ終了時の解

除の方法

非一時ファイル 新規にファイルを作成

する（ファイルが存在し

た場合は異常終了）

削除 削除 保持

保持 保持 保持

後続のアクティビティに

渡す(*2)
保持 保持

新規にファイルを作成

する（ファイルが存在し

た場合はそのまま使用

する）

削除 削除 保持

保持 保持 保持

後続のアクティビティに

渡す(*3)
保持 保持

既存のファイルを更新

する

削除 削除 保持

保持 保持 保持

後続のアクティビティに

渡す(*1)
保持 保持

既存のファイルを参照

する（ファイルを排他的

に使用する）

削除 削除 保持

保持 保持 保持

後続のアクティビティに

渡す(*1)
保持 保持

既存のファイルを参照

する

削除 削除 保持

後続のアクティビティに

渡す(*1)
保持 保持

一時ファイル 新規 削除 削除 保持(*4)(*5)

後続のアクティビティに

渡す(*2)
保持 保持(*4)(*5)

既存（先行するアクティ

ビティの資源を引き継い

だ場合）

削除 削除 保持(*4)

後続のアクティビティに

渡す(*2)
保持 保持(*4)

*1：引き継ぐ後続のアクティビティが存在しない場合は、フロー終了時もファイルは保持します。

*2：引き継ぐ後続のアクティビティが存在しない場合は、フロー終了時にファイルを削除します。

*3：引き継ぐ後続のアクティビティが存在しない場合は、ファイルを以下のように扱います。

・ ファイルを新規に割り当てた場合

フロー終了時にファイルを削除します。

・ 既存ファイルを割り当てた場合

フロー終了時もファイルを保持します。

*4：フローの削除時に一時ファイルを削除します。

*5：フローの再実行時に一時ファイルの再作成（削除・作成）を行います。

*6：フローのキャンセルにより、アクティビティの処理を中断した場合も含みます。
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ファイルをアクティビティ間で引き継ぐ方法

以下の方法で、ファイルをアクティビティ間で引き継ぐことができます。

・ フロー定義の[資源の後処理]に[後続のアクティビティへ渡す]を指定する方法

ファイルを使用する先行のアクティビティの[資源の後処理]に[後続のアクティビティへ渡す]を指定し、後続のアクティビティに、フ

ロー定義に引き継ぐファイルの資源名を指定します。

資源名を指定するときには、フロー定義の[先行するアクティビティの資源名]に、先行するアクティビティのアプリケーション（フロー

定義のアプリケーションの説明）および引き継ぐファイルの資源名を指定します。指定したアクティビティまたは資源名が存在しな

い場合はエラーとなります。

なお、アクティビティの実行時に、参照する資源が存在しない場合（先行のアクティビティが実行条件によって動作しなかった場

合）は、フローが異常終了します。

なお、非一時ファイルを使用した以下の方法でも、ファイルをアクティビティ間で引き継ぐことができます。

・ フロー定義の[資源の後処理]に[保持]を指定する方法

ファイルを使用する先行のアクティビティの[資源の後処理]に[保持]を指定し、後続のアクティビティにファイル名を直接指定しま

す。

以下に、ファイルをアクティビティ間で引き継ぐ指定の概要を示します。

2.3.5.2.4 ファイルの権限

ファイル管理機能を利用する場合のファイルの権限について説明します。

 
業務処理実行アプリケーションで参照・更新するために必要なファイルの権限

業務処理実行アプリケーションはリソースユニット(IJServer)上で動作します。リソースユニットは、システム管理者権限で動作するため、

すでに作成済みのファイルを業務処理実行アプリケーションで参照・更新するためには、あらかじめシステム管理者が参照・更新でき

るための権限を付与する必要があります。
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ファイル管理機能で作成するファイルの権限

資源定義の割当て方法に“新規にファイルを作成する”を指定した場合、以下のアクセス権限でファイルが作成されます。

種別 所有者 グループ アクセス権

ファイル システム管理者(root) Interstage運用グループ 664

ディレクトリ(*) システム管理者(root) Interstage運用グループ 775

ファイルおよびディレクトリ(*)の権限は、上位のディレクトリのアクセス権限を引き継いで作成されます。

*：実行時にディレクトリが存在しない場合、ファイル管理機能でディレクトリを作成します。

セキュリティ上、ファイル管理機能が新規に作成するファイル/ディレクトリについて、システム管理者およびInterstage運用グループに

所属するユーザー以外に参照権を与えたくない場合は、以下のようにディレクトリを設計してください。

ファイルおよびディレクトリを作成する上位のディレクトリについて以下のとおり設定します。

所有者 グループ アクセス権

システム管理者(root) Interstage運用グループ 770

ファイルおよびディレクトリを作成する上位のディレクトリについて、システム管理者およびInterstage運用グループ以外には、アクセ

ス権を付与しないようにしてください。

2.3.6 フローの分散実行

業務処理実行アプリケーションが多くのメモリを使用する場合や、1つのリソースユニットで同時に実行するフロー数が多く危険分散を

行いたい場合など、同一のフロー定義を複数のリソースユニットで動作させる運用を行う際にフローの分散実行機能を利用します。

本機能を利用することで、フロー実行コマンドや業務処理開始アプリケーションで振り分け先のリソースユニットを意識することなく容易

にフローの負荷分散を行うことができます。

2.3.6.1 リソースグループ

フローの分散実行機能を利用する場合、複数のリソースユニットをグループ化するためにリソースグループを作成します。リソースグ

ループは、分散する単位にapfwjbcnfgrpコマンドで複数作成することができます。なお、リソースグループとリソースユニットには以下に

示す関係があります。なお、apfwjbcnfgrpコマンドの詳細は、“16.23 apfwjbcnfgrp”を参照してください。

・ リソースグループには、1つ以上のリソースユニットが存在する必要があります

・ １つのリソースユニットは、複数のリソースグループに属することはできません

・ リソースグループは、分散実行を行う際に利用するため、リソースユニットと対で必ず作成する必要はありません

2.3.6.2 フローの振り分け方式

フローの分散実行機能では、2種類の振り分け方式が利用できます。利用用途に応じてリソースグループ単位にいずれか一方を選択

してください。振り分け方式は、apfwjbcnfgrpコマンドで設定できます。
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・ 静的負荷分散

・ 動的負荷分散

以下に各振り分け方式について説明します。

 
静的負荷分散

ラウンドロビン方式で負荷分散を行います。実行するフローの処理量が均一な場合に本方式を利用します。本方式では、リソースグ

ループに登録されたリソースユニットに対し、以下に示す名前順にフローの振り分けを行います。

・ 数字はアルファベットより優先されます

・ 数字は0、1、2、・・・、9の順番に処理します

・ アルファベットは、大文字(A、B、C、・・・Z)、小文字(a、b、c、・・・z)の順番に処理します

以下に静的負荷分散を行う場合のフローの振り分けイメージを示します。

1. 初に実行したフローA1は、 初の振り分け先となるリソースユニットAで実行されます。

2. 次に実行したフローB1は、次の振り分け先となるリソースユニットBで実行されます。

3. フローC1は、 後の振り分け先となるリソースユニットCで実行されます。

4. フローB2は、3.で実行したフローが当該グループ内に属する 後のリソースユニットだったため、 初に戻りリソースユニットAで

実行されます。

5. 同様にフローC2は、リソースユニットBへと順番に振り分けが行われていきます。

 
動的負荷分散

実行しているフロー数が も少ないリソースユニットに負荷分散を行います。実行するフローの処理量に差がある場合に本方式を利用

します。

実行しているフロー数が同一の場合は、 後にフローを振り分けてから も時間が経過しているリソースユニットに対し、フローの振り

分けを行います。

以下に動的負荷分散を行う場合のフローの振り分けイメージを示します。
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1. リソースユニットAでは2つ、リソースユニットBでは1つ、リソースユニットCでは3つのフローが実行されています。

2. この時に新たにフローB3を実行します。

3. 実行中のフロー数が一番少ないのは、リソースユニットBであるため、フローB3はリソースユニットBへ振り分けられます。

2.3.6.3 アプリケーションの動的入れ替え

リソースグループを利用することで運用や保守における業務処理実行アプリケーションの入れ替えを業務停止することなく、動的に行

うことができます。本運用を行う場合は、apfwjbchgblockコマンドによるリソースユニットの閉塞操作を併用します。

また、業務全体を停止する場合は、リソースグループの閉塞操作を行います。

以下にアプリケーションを動的に入れ替える場合の運用操作のイメージを示します。なお、apfwjbchgblockコマンドの詳細について

は、“16.24 apfwjbchgblock”を参照してください。
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1. リソースグループにリソースユニットA、リソースユニットB、およびリソースユニットCが存在する状態でリソースユニットCのアプリ

ケーションを入れ替えます。

2. リソースユニットCをapfwjbchgblockコマンドで閉塞します。

3. リソースユニットCで実行中のフローがすべて終了していることをapfwinfoflowコマンドで確認します。なお、apfwinfoflowコマン

ドの詳細は、“16.4 apfwinfoflow”を参照してください。

4. リソースユニットCを停止し、入れ替える業務処理実行アプリケーションを配備後、リソースユニットCを再起動します。

5. リソースユニットCをapfwjbchgblockコマンドで閉塞解除します。

6. リソースユニットAおよびリソースユニットBの業務処理実行アプリケーションも入れ替える場合は、1.～5.の処理を同様に実施し

ます。

2.3.6.4 リソースユニットの動的追加/削除

リソースグループへのリソースユニットの追加および削除は、任意の契機で行うことができます。例えば、何らかの原因により業務負荷

が高くなり想定よりもフローの実行数が多くなった場合、フロー実行サーバの処理能力に余裕があれば、リソースグループへリソースユ

ニットを追加し、当該業務の処理能力を向上することができます。

リソースグループへのリソースユニットの追加および削除の反映は、apfwjbcnfgrpコマンドによりリソースグループの登録状態を更新し

た後、apfwjbcnfgrpコマンドで登録状態の反映を行ったタイミングで実行されます。そのため、登録状態を更新した後、運用に合せて

必ず登録状態の反映操作を実施してください。リソースグループのリソースユニットの登録状態は、apfwjbcnfgrpコマンドで反映済みと

反映待ちの2つの状態を確認することができます。

以下にリソースグループへリソースユニットを追加および削除する場合のイメージを示します。

 
リソースユニットを追加する場合

リソースグループへリソースユニットDを追加する場合の操作を説明します。
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1. 追加するリソースユニットDの環境を準備します。(リソースユニットの作成、業務処理実行アプリケーションの配備など)

2. リソースグループへリソースユニットDをapfwjbcnfgrp -aコマンドで追加します。なお、本タイミングではリソースユニットDに対しリ

ソースグループの振り分けは行われません。

3. apfwjbcnfgrp -rコマンドで登録状態を反映します。本コマンドを実行することで、以降に当該リソースグループに対して実行され

たフローはリソースユニットDに対して振り分けられます。

 
リソースユニットを削除する場合

リソースグループからリソースユニットDを削除する場合の操作を説明します。
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1. 削除するリソースユニットDをapfwjbchgblockコマンドで閉塞します。この時点でリソースユニットDで実行中のフローには影響が

何もありませんが、リソースユニットDに対する振り分けは停止します。

2. リソースユニットDで実行中のフローがすべて終了することをapfwinfoflowコマンドで確認します。

3. リソースユニットDをapfwjbcnfgrp -dコマンドでリソースグループから削除します。

4. apfwjbcnfgrp -rコマンドでリソースグループからリソースユニットDを削除した状態を反映します。

2.3.6.5 エラー発生時の再振り分け

フローの振り分けを行う際にリソースユニットが停止しているなどの理由により振り分けが失敗する可能性があります。この場合、フロー

の分散実行機能では、振り分けに失敗したリソースユニットを一時的に振り分け対象から除外し、リソースグループ内の他のリソースユ

ニットが利用できる場合、自動的に振り分けに失敗したフローを利用可能なリソースユニットに再振り分けすることで業務継続を図りま

す。

なお、再振り分けを行う場合の振り分け方法は、当該リソースグループの振り分け方式に依存します。リソースグループ内のすべての

リソースユニットに対して再振り分けが失敗した場合、実行したフローはエラーとなります。振り分けが一時停止したリソースユニットを再

度、振り分けの対象とする場合は、apfwjbchgblockコマンドを実行します。

以下にエラー発生時の再振り分けのイメージを示します。
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1. フローA2の振り分けをリソースユニットCに対して実行したところ、リソースユニットCが異常となっていたため初回の振り分けに失

敗します。本タイミングで、リソースユニットCは自動的に振り分け対象から一時的に除外されます。

2. 当該リソースグループは、静的負荷分散を利用しているため、次の振り分け先であるリソースユニットAでフローA2を自動的に再

実行します。

3. リソースユニットCを再起動するなどにより復旧した場合は、apfwjbchgblockコマンドを実行し、振り分けを再開します。

2.3.7 ログの出力

フローの実行結果およびバッチ実行基盤（Java）の稼動状況を確認するため、システム運用中に各種ログを採取します。バッチ実行基盤

（Java）が採取するログは以下のとおりです。

・ 実行ログ

・ 簡易実行ログ

・ 標準ログ

・ 業務ログ

2.3.7.1 実行ログ

実行ログはフローの実行結果を記録します。実行ログは、フローや各業務処理実行アプリケーションの実行結果や実行時間などの詳

細情報を確認するために使用し、フローが正常終了または異常終了した契機にリソースユニットがファイルとして記録します。

実行ログは、フロー実行コマンドを使用してフローを実行したときのみ出力され、フロー実行APIでフローを実行した場合は出力されま

せん。

実行ログ内には業務処理実行アプリケーションの処理結果として業務ログを合せて出力することができます。業務ログの詳細について

は、“2.3.7.4 業務ログ”を参照してください。
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出力ディレクトリ

デフォルトの出力先は以下のとおりです。

[Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ]\BAS\var\JavaBatch\log

/opt/FJSVibs/var/JavaBatch/log

上記の出力ディレクトリは、リソースユニットを構成するIJServerの設定において、JavaVMオプションを指定することで、リソースユニット

毎に変更することができます。また、実行ログの出力に失敗した場合の退避先ディレクトリを設定することができます。

・ 実行ログの出力先ディレクトリを変更する場合のJavaVMオプション

-Dcom.fujitsu.interstage.apfw.jbatch.logdir=出力先ディレクトリ

・ 退避先ディレクトリを設定する場合のJavaVMオプション

-Dcom.fujitsu.interstage.apfw.jbatch.logbackup=退避先ディレクトリ

ディレクトリの指定は絶対パスで行ってください。また、退避先ディレクトリはリソースユニットが使用していないファイルシステム上のディ

レクトリを指定するようにしてください。

リソースユニットを構成するIJServerの設定において、JavaVMオプションの変更については、“JavaVMオプションの変更”を参照してく

ださい。

出力ディレクトリは、ファイル名を含めて以下のバイト以内になるように指定してください。

260バイト

1024バイト

 
ファイル名

ファイル名の形式は、以下のようになります。

コリレーションID_long値(_追番).log

・ 追番は、ログ出力時にファイル名が重複した場合にだけ付加されます。

・ ログファイルは、以降で説明する出力形式で出力されます。

なお、業務処理実行アプリケーション実行情報は 大で2Mバイトまで出力されます。2Mバイトを超える情報については出力され

ません。

作成された実行ログファイルは、バッチ実行基盤（Java）にて削除しないので利用者が適時削除してください。

バッチ実行基盤を安全に運用するために、以下のことをルール化または、ジョブスケジューラーとの連携によりスケジュール化して運

用してください。

・ 運用者は定期的に古い実行ログを削除する。

・ システム管理者は定期的に実行ログ出力先の容量を確認する。

・ システム管理者は定期的に出力先を確認し、一定期間経過した実行ログがあった場合には削除する。

ジョブスケジューラーとの連携を行わない場合は、以下を参考にスケジュール化を行ってください。

 

バッチファイルを作成しタスクをスケジュール化
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タスクについては、[コントロールパネル]－[スケジュールされたタスクの追加]にて設定してください。詳細についてはOSのヘルプを参

照してください。

シェルスクリプトを作成しcronでスケジュール化

cronについてはOSのマニュアルを参照してください。

なお、実行ログは、スケジューラーと連携する場合、スケジューラーの画面からも確認することができます。以下にSystemwalker Operation
Managerから、本機能の実行ログを参照した場合のイメージを示します。

 
出力形式

分類 小分類 ログ出力項目 ログ出力内容

フロー情報 なし コリレーションＩＤ コリレーションＩＤ

フロー名 フロー名

リソースグループ名 リソースグループ名

リソースユニット名 リソースユニット名

実行ユーザーＩＤ フローを実行したユーザーID
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分類 小分類 ログ出力項目 ログ出力内容

フロー終了ステータス フローの終了ステータス

・ 正常終了：Normal

・ 異常終了：Error

・ キャンセル終了：Cancel

・ タイムアウト終了：Timeout

・ リソースユニット強制終了：Stop

フロー定義名 フロー定義名

コマンドの実行日時 フロー実行コマンドを実行した日時

“年/月/日 時:分:秒”（YYYY/MM/DD hh:mm:ss）

フローの開始日時 フローの実行を開始した日時

“年/月/日 時:分:秒”（YYYY/MM/DD hh:mm:ss）

フローの終了日時 フローの実行を終了した日時

“年/月/日 時:分:秒”（YYYY/MM/DD hh:mm:ss）

コマンドサーバホスト名 フロー実行コマンドを実行したサーバのホスト名

“ホスト名(IPアドレス)”

実行サーバホスト名 フローを実行したサーバのホスト名

“ホスト名(IPアドレス)”

再実行を行う業務処理実行アプ

リケーション名

フローの再実行時、フローを再開する 初の業務処理実行

アプリケーション名

フローを新規に実行した場合は“-”が設定されるます。

フロー定義の[アクティビティ定義]-[業務処理実行アプリケー

ション]の「アプリケーションの説明」に入力した文字列が出力

されます。

フロータイムアウト時間 フローのタイムアウト時間

単位は秒

資源獲得失敗時の動作情報 資源の獲得に失敗した場合の動作情報です。

本項目は、ファイル管理機能を利用する場合に表示されま

す。

以下のいずれかを出力します。

・ フローの実行を待ち合わせ：wait

・ 異常終了：abort

業務処理実行

アプリケーショ

ン実行情報

(注1)

呼出し定義

情報

業務処理実行アプリケーション

名

業務処理実行アプリケーション名

フロー定義の[アクティビティ定義]-[業務処理実行アプリケー

ション]の「アプリケーションの説明」に入力した文字列が出力

されます。

開始日時 業務処理実行アプリケーションの実行を開始した日時

“年/月/日 時:分:秒”（YYYY/MM/DD hh:mm:ss）

入力パラメーター情報 業務処理実行アプリケーションのパラメーターの値

（業務処理実行アプリケーションに通知した業務データの

値）

資源定義

情報

(注2)

資源名 業務処理実行アプリケーションが使用する資源名です。

資源の種別 資源の種別です。

以下のいずれかを出力します。

・ ファイル：file
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分類 小分類 ログ出力項目 ログ出力内容

・ 一時ファイル：temporary

・ 先行するアクティビティの資源：activity

・ nullデバイス：null

ディレクトリ名 ファイルの格納先のディレクトリ名です。

資源の種別が、“先行するアクティビティの資源(activity)”お
よび“nullデバイス(null)”の場合は出力されません。

ファイル名 ファイル名です。

資源の種別が、“先行するアクティビティの資源(activity)”お
よび“nullデバイス(null)”の場合は出力されません。

先行するアクティビティ

（先行する業務処理実行アプリ

ケーション）

先行する業務処理実行アプリケーションの名前（フロー定義の

[アクティビティ定義]-[業務処理実行アプリケーション]の「ア

プリケーションの説明」に入力した文字列）を出力します。

資源の種別が、“先行するアクティビティの資源(activity)”の
場合に、出力します。

先行するアクティビティ

（先行する業務処理実行アプリ

ケーション）の資源名

先行するアクティビティで定義した資源名を出力します。

資源の種別が、“先行するアクティビティの資源(activity)”の
場合に、出力します。

資源の作成・使用方法 資源の作成・使用方法を出力します。

・ 新規にファイルを作成（ファイルが存在した場合はそのま

ま使用）：new(reuse,write)

・ 新規にファイルを作成（ファイルが存在した場合はエ

ラー）：new(error,write)

・ 既存のファイルを更新：old(exclusive,write)

・ 既存のファイルを参照：old(exclusive,read)

・ 既存のファイルを参照：old(share,read)

資源の種別が、“nullデバイス(null)”の場合は出力されませ

ん。

資源の後処理 資源の後処理の情報を出力します。

・ 削除：delete

・ 保持：keep

・ 後続のアクティビティに渡す：pass

資源の種別が、“nullデバイス(null)”の場合は出力されませ

ん。

終了情報 終了ステータス 業務処理実行アプリケーションの終了ステータス

・ 正常終了：Normal

・ 異常終了：Error

終了日時 業務処理実行アプリケーションの実行が終了した日時

“年/月/日 時:分:秒”（YYYY/MM/DD hh:mm:ss）

例外情報 終了ステータスが異常終了（Error）の場合、Exceptionのスタッ

クトレース情報を出力します。

終了ステータスが正常終了（Normal）の場合は、出力されま

せん。
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分類 小分類 ログ出力項目 ログ出力内容

メッセージ なし 出力メッセージ フロー終了ステータスが正常終了（Normal）以外の場合、フ

ローが終了する要因となったメッセージが出力されます。

注1) 業務処理実行アプリケーションが複数ある場合は業務処理実行アプリケーションの数だけ繰り返し出力します。

注2) ファイル管理機能を利用する場合の資源定義情報です。本項目は、資源定義が行われている場合、かつ、資源定義が業務処

理実行アプリケーションの入力となっている場合に表示されます。また、複数定義されている場合は、資源の数だけ繰り返して表示さ

れます。

 
出力例

ここでは、Windowsの例として、実行ユーザーIDを“Administrator”としています。

********** FLOW INFORMATION **********                             フロー情報

CORRELATION ID               = sampleFlow_00000                    コリレーションＩＤ

FLOW NAME                    = sampleFlow                          フロー名

RESOURCE UNIT NAME           = sampleunit                          リソースユニット名

START SERVER USER ID         = Administrator                       実行ユーザーID

FLOW END STATUS              = Normal                              フロー終了ステータス

FLOW DEFINITION NAME         = sampleFlowDef                       フロー定義名

COMMAND START TIME           = 2008/05/26 20:26:28                 コマンドの実行日時

FLOW START TIME              = 2008/05/26 20:26:31                 フローの開始日時

FLOW END TIME                = 2008/05/26 20:26:32                 フローの終了日時

START SERVER HOST NAME       = server1(192.168.143.175)            コマンドサーバホスト名

EXECUTION SERVER HOST NAME   = server1(192.168.143.175)            実行サーバホスト名

START APPLICATION NAME       = -                                   再実行を行う業務処理実行アプリケーション名

LIMIT TIME                   = 600                                 フロータイムアウト時間

OPERATION OF FILE EXCLUSIVE  = wait                                資源獲得失敗時の動作情報

********** EXECUTION INFORMATION **********                        業務処理実行アプリケーション実行情報

----- SampleA -----                                                業務処理実行アプリケーション名

START TIME        = 2008/05/26 20:26:31                            開始日時

INPUT PARAMETER                                                    入力パラメーター情報

{FlowDefName=sampleFlowDef, APFW_CORRELATIONID=sampleFlow_00000, FileName=null, sleeptime=0}

RESOURCE NAME     = INFILE                                         資源名

    RESOURCE KIND                 = file                           資源の種別

    DIRECTORY NAME                = d:\data                        ディレクトリ名

    FILE NAME                     = inputfile                      ファイル名

    ALLOCATION                    = old(share,read)                資源の作成・使用方法

    OPERATION OF POST PROCESS END = keep                           資源の後処理

RESOURCE NAME     = OUTFILE

    RESOURCE KIND                 = temporary

    DIRECTORY NAME                = d:\data

    FILE NAME                     = apfwtemp.sampleFlow_00000.SampleA.0001

    ALLOCATION                    = new(error,write)

    OPERATION OF POST PROCESS END = pass

END STATUS        = Normal                                         終了ステータス

END TIME          = 2008/05/26 20:26:31                            終了日時

----- SampleB -----

START TIME        = 2008/05/26 20:26:31

INPUT PARAMETER

{FlowDefName=sampleFlowDef, APFW_CORRELATIONID=sampleFlow_00000, FileName=null, sleeptime=0}

RESOURCE NAME     = INFILE

    RESOURCE KIND                 = activity

    REFFER ACTIVITY               = SampleA                        先行するアクティビティ

    REFFER RESOURCE NAME          = OUTFILE                        先行するアクティビティの資源名

    ALLOCATION                    = old(share,read)

    OPERATION OF POST PROCESS END = delete

RESOURCE NAME     = OUTFILE

    RESOURCE KIND                 = temporary

    DIRECTORY NAME                = d:\data
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    FILE NAME                     = apfwtemp.sampleFlow_00000.SampleB.0001

    ALLOCATION                    = new(error,write)

    OPERATION OF POST PROCESS END = pass

END STATUS        = Normal

END TIME          = 2008/05/26 20:26:32

----- SampleC -----

START TIME        = 2008/05/26 20:26:32

INPUT PARAMETER

{FlowDefName=sampleFlowDef, APFW_CORRELATIONID=sampleFlow_00000, FileName=null, sleeptime=0}

RESOURCE NAME     = INFILE

    RESOURCE KIND                 = activity

    REFFER ACTIVITY               = SampleB

    REFFER RESOURCE NAME          = OUTFILE

    ALLOCATION                    = old(share,read)

    OPERATION OF POST PROCESS END = delete

RESOURCE NAME     = OUTFILE

    RESOURCE KIND                 = file

    DIRECTORY NAME                = d:\data

    FILE NAME                     = outputfile

    ALLOCATION                    = new(error,write)

    OPERATION OF POST PROCESS END = keep

END STATUS        = Normal

END TIME          = 2008/05/26 20:26:32

********** MESSAGE **********                                      メッセージ

2.3.7.2 簡易実行ログ

簡易実行ログはフローの実行状況を記録します。簡易実行ログは、フロー開始と、フロー終了の情報を記録し、フローの実行状況を確

認するために使用します。

 
出力ディレクトリ

 

[Interstageのインストールディレクトリ]\BAS\var\JavaBatch\log2\“リソースユニット名”

/opt/FJSVibs/var/JavaBatch/log2/“リソースユニット名”

 
ファイル名

simpleExecute*.log (*:0～4)
ファイルの管理はバッチ実行基盤がサイクリックに管理します。ファイルサイズが２メガバイトを超えると、次のファイルに簡易実行ログを

出力します。

 
出力形式

分類 ログ出力項目 ログ出力内容

フロー開始時 日付 簡易実行ログに出力した日付

“年/月/日 時:分:秒.ミリ秒”（YYYY/MM/DD hh:mm:ss.SSS）

コリレーションＩＤ コリレーションＩＤ

種別 開始（“START”固定）

フロー名 フロー名

フロー定義名 フロー定義名

実行ユーザーＩＤ フローを実行したユーザーID

実行サーバホスト名 フローを実行したサーバのホスト名

“ホスト名(IPアドレス)”
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分類 ログ出力項目 ログ出力内容

フロー終了時 日付 簡易実行ログに出力した日付

コリレーションID コリレーションID

種別 終了（“END”固定）

フロー終了ステータス フローの終了ステータス

正常終了：Normal

異常終了：Error (注1)

キャンセル終了：Cancel

タイムアウト終了：Timeout

リソースユニット強制終了：Stop

フローの起動に失敗：Failure (注1)

注1) フローを実行した結果、フローが異常終了した場合はErrorを出力します。

フロー開始時にバッチ実行基盤(Java)の異常が発生し、フローを実行できなかった場合はFailureを出力します。

 
出力例

フロー開始時

2008/07/05 15:43:27.379 AA0001 START jobflow joobdef user1 server1(192.168.143.175)

フロー正常終了時

2008/07/05 15:43:28.539 AA0001 END Normal

フロー異常終了時

2008/07/05 15:43:28.789 AA0001 END Error

2.3.7.3 標準ログ

システムの運用状況をログとして出力します。標準ログにはシステムログと性能ログの2つのログがあり、バッチ実行環境が出力します。

・ システムログ

システムログ出力機能は、バッチ実行環境の稼働状況やエラー状況を出力する機能です。システムの起動、停止、および異常検

出時にバッチ実行環境よりメッセージが出力されます。

・ 性能ログ

性能ログ出力機能は、フローの実行時間を出力する機能です。業務処理実行アプリケーションの呼出しから復帰、業務処理実行

アプリケーションの処理時間など、フローの処理開始から終点までの経過時間を出力します。

ログ定義ファイルを修正することにより、ログ出力についてカスタマイズすることができます。修正の詳細については、“2.3.7.3.1 標準ロ

グの定義”を参照してください。

 
ログの出力先

JavaEE実行環境の標準出力に出力されます。

Interstageでバッチ実行基盤(Java)を使用する場合は、標準出力はJavaEE実行環境のログファイルとして、以下に出力されます。Interstage
以外の場合は、使用する製品のマニュアルを参照してください。
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[リソースユニットのログ出力ディレクトリ]\[リソースユニット名]\log\1\container.log

[リソースユニットのログ出力ディレクトリ]/[リソースユニット名]/log/1/container.log

リソースユニットのログ出力ディレクトリのデフォルトは以下の場所です。

[Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ]\J2EE\var\deployment\ijserver

/opt/FJSVj2ee/var/deployment/ijserver

リソースユニットのログ出力ディレクトリを変更する場合は、“5.4 リソースユニットのチューニング”の“ログ出力ディレクトリの変更”を参照

してください。

2.3.7.3.1 標準ログの定義

標準ログで使用するログ定義について、以下に説明します。

〔標準ログのログ定義ファイル格納パス〕

[Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ]\BAS\etc\def\log_inf\logconfExt.xml

〔標準ログのログ定義ファイル格納パス〕

/opt/FJSVibs/etc/def/log_inf/logconfExt.xml

 
ログ定義ファイルの修正

ログ定義ファイルを修正することで、以下の変更が可能です。

・ 出力レベル

・ 時刻表示の有無

インストール時のログ定義ファイルをもとに、記述内容の変更方法について以下に説明します。

ログ定義ファイルの修正を反映する場合は、すべてのリソースユニットの再起動を行ってください。

 
定義変更するログを選択する

logComposerタグのnameには、以下の管理名が記述されています。

ログの目的 管理名 説明

システムロ

グ

system アプリケーションの稼動状況や、エラー状況を出力します。
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ログの目的 管理名 説明

性能ログ performance バッチ実行基盤の処理時間や、業務処理実行アプリケーションなどの実行時間を

出力します。

〔システムログの定義〕

<!-- [Runtime]System -->
<logComposer name="system" class="com.fujitsu.uji.log.LogComposer">
・・・

</logComposer>

〔性能ログの定義〕

<!-- [Runtime]Performance -->
<logComposer name="performance" class="com.fujitsu.uji.log.ext.ExtTimeComposer">
・・・

</logComposer>

上の表に記載のない管理名の定義については、変更しないでください。

 
標準ログのログ出力レベルを変更する

デフォルトでは、ログ出力レベルは9です。

出力レベルを変更するには、変更する管理名の定義のlevelタグを変更してください。

以下にシステムログのログ出力レベルを10に変更する場合の記述例を示します。

<logComposer name="system" class="com.fujitsu.uji.log.LogComposer">

    <level>10</level>

・・・

各ログ定義のログ出力レベルの詳細については、“2.3.7.3.2 標準ログの出力レベル”を参照してください。

 
標準ログの時刻を表示する

デフォルトでは、標準ログの時刻は出力されない設定になっています。Interstageでバッチ実行基盤(Java)を使用する場合、タイムスタ

ンプが自動的に付与されて出力されます。

Interstage以外でバッチ実行基盤(Java)を使用し、タイムスタンプが自動的に付与されない場合は、ログ定義ファイルを修正することで

時刻を出力することが可能です。

デフォルトでは、時刻を出力するための定義は以下に示すとおり、無効になっています。

<!-- <item name="%d" length="-1" format="yyyy/MM/dd kk:mm:ss.SSS"> </item> -->

以下の例を参考にして、時刻を出力するための定義を有効にしてください。

<item name="%d" length="-1" format="yyyy/MM/dd kk:mm:ss.SSS"> </item>

2.3.7.3.2 標準ログの出力レベル

ログ出力レベルを設定することにより、デバッグ時には多くの情報をログに出力したり、本稼働時には重要度が高いログに絞って出力

したり、ログを出力しない運用にするという制御が可能になります。

たとえば、ログ定義ファイルにおいてログ出力レベルを10に設定すると、ログ出力レベルが3や10のログが出力されます。

なお、インストール時のデフォルト設定では、出力レベルは9となっており、ログ出力レベルが3のログが出力されます。
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標準ログで利用するログレベル

標準ログのログレベルは、それぞれ以下のようになっています。

 
システムログのログレベル

システムログには、以下のログレベルの種類があります。

ログレベル 出力情報

3 バッチ実行基盤のエラーレベルのログ

10 バッチ実行基盤の稼働状態を示すインフォメーションログ

出力情報の詳細については、“システムログ”を参照してください。

 
性能ログのログレベル

性能ログには、以下のログレベルの種類があります。

ログレベル 出力情報

3 フローの開始から終了まで

10 アクティビティの開始から終了まで

15 以下のログが採取されます。

業務処理実行アプリケーションのクラスを構成する全メソッド（コンストラクタ、業務処理）の

初のメソッドを呼び出す直前から 後のメソッドより復帰するまで

業務処理実行アプリケーションのコンストラクタ、および業務処理を呼び出す直前から復帰す

るまで

出力情報の詳細については、“性能ログ”を参照してください。

2.3.7.3.3 標準ログの基本フォーマット

標準ログの基本フォーマットについて以下に説明します。

以下に、基本フォーマットの説明をします。

No. 項目名 出力内容

1 時刻 ログを出力した日時が、以下のフォーマットで出力されます。

  “年/月/日 時:分:秒.ミリ秒”

なお、日と時の間には空白が出力されます。

2 コンテキストID コリレーションID
出力例: 
  [sampleFlow_00001]

3 メッセージ本文 出力するログによって可変です。

インストール時のデフォルトでは、項目名“時刻”の定義は無効になっています。

“時刻”の定義を有効にするためには、“標準ログの時刻を表示する”を参照してください。
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2.3.7.3.4 標準ログのメッセージ本文

標準ログが出力するシステムログおよび性能ログのメッセージ本文について、説明します。

 
システムログ

システムログは、バッチ実行基盤(Java)の稼働状態を表すインフォメーションログや、エラー情報を表すエラーログを表します。

システムログのメッセージ本文には、以下に示すフォーマットでメッセージが出力されます。

以下に、システムログのメッセージ本文の説明をします。

No. 項目名 出力内容 備考

1 ログ種別 “IBS-AP-SYSTEM”の文字列が出力されま

す。

－

2 採取契機 システムログが出力される契機です。

“ログの出力契機”を参照してください。

－

3 メッセージID メッセージIDが出力されます。 －

4 アクティビティ

のキュー

Destination
名

リソースユニットに関連付けられている

Destination名が出力されます。

また、出力される文字列は、大括弧“[]”で括

られます。

－

5 フロー定義名 フロー定義名が出力されます。 －

6 コリレーション

ID
コリレーションIDが出力されます。 －

7 業務処理実

行アプリケー

ション名

以下の情報が出力されます。

クラス名

(戻り値の型)メソッド名(パラメーター型...)

出力例:
(java.lang.String)target.TestApl.test(java.lan
g.String,java.lang.Integer)

業務処理実行アプリケーションを呼

び出したときのみ出力されます。

上記以外の契機では、“*****”が
出力されます。

メソッドの戻り値またはパラメーター

が、ユーザー定義型クラスの場合

は、“戻り値の型”または“パラメー

ター型”に“java.lang.Object”という

文字列が表示されます。

配列型の型表示は、“[L（型）;”とい
う形式で表示されます。

例えば、メソッドの戻り値またはパラ

メーターがオブジェクトの配列型の

場合、“[Ljava.lang.Object;”と表示

されます。また、データ型が多次元

配列の場合、“[”の文字が次元数

分付与されて出力されます。例え

ば、Stringデータ型の2次元配列の
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No. 項目名 出力内容 備考

場合は、“[[Ljava.lang.String;”と出
力されます。

8 アトリビュート “BusinessApplication”の文字列が出力され

ます。

業務処理実行アプリケーションを呼

び出したときのみ出力されます。

上記以外の契機では、“*****”が
出力されます。

9 アプリ種類 “JavaApplication”の文字列が出力されます。 業務処理実行アプリケーションを呼

び出したときのみ出力されます。

上記以外の契機では、“*****”が
出力されます。

10 遷移種別 メッセージの遷移情報を表す、以下のどれか

の文字列が出力されます。

“NormalRoute”
通常遷移を表します。

“ConditionTransitionRoute(条件式)” (注
1)
条件遷移を表します。

“EvacuateErrorQueueRoute”
エラー情報の退避を表します。

次のアクティビティへの遷移時にに

出力されます。

上記以外の契機では、“*****”が
出力されます。

11 優先度 “Normal”の文字列が出力されます。 －

12 例外情報 発生したエラー情報により出力文字列は可

変となります。

エラーが発生した場合のみ出力さ

れます。

上記以外の契機では、“*****”が
出力されます。

なお、本項目の出力内容には空白

や改行が含まれる場合があります。

13 Destination
名

Destination名が出力されます。 次のアクティビティへの遷移時、お

よびエラー情報の送信時に出力さ

れます。

上記以外の契機では、“*****”が
出力されます。

注1) 条件式に“default”という文字列が出力された場合は、フロー定義で定義した条件式が、「条件不成立」であることを示します。

各項目の出力内容のなかに空白が含まれることがあります。

 
ログの出力契機

システムログは、以下の表に示す契機で出力されます。

ログ出力契機 メッセー

ジID
ログの

出力レ

ベル

採取契機の出力内容

フロー定義ルート終点 8016 10 ENDINGPOINT-NoSendResultReceptionQueue-
End

業務処理実行アプリケーションを

呼び出したとき、以下の規約で出

力します。

8017 10 Business-Application-Call

8018 10 Business-Application-Normal

8019 3 Business-Application-Error
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ログ出力契機 メッセー

ジID
ログの

出力レ

ベル

採取契機の出力内容

“Business-Application-
STATUS”

次のアクティビティへの遷移する

とき、以下の規約で出力します。

“Message-sendMessageQueue-
STATUS”

8021 10 Message-sendMessageQueue-Call

8022 10 Message-sendMessageQueue-Normal

8023 3 Message-sendMessageQueue-Error

アクティビティ単位でのバッチ実

行基盤処理を開始したとき

8025 10 Apfw-Activity-Start

アクティビティ単位でのバッチ実

行基盤処理を終了したとき

8027 10 Apfw-Activity-End

フローの異常終了時にエラー情

報を送信したとき

8028 3 Error-EvacuateMessage-ErrorQueue

リソースユニットの停止事象が発

生したとき

8031 3 Error-WorkUnit-Stop

フローの異常終了時の処理を開

始したとき

8033 3 Error-ErrorProcess-Start

フローの異常終了時の処理を終

了したとき

8034 3 Error-ErrorProcess-End

 
出力例

以下に、「アクティビティ単位でのバッチ実行基盤処理を開始したとき」のシステムログの出力例を示します。

・ コリレーションIDを“sampleFlow_00000”とします。

・ リソースユニット名を“sampleunit”とします。

・ フロー定義名を“sampleFlowDef”とします。

2008/05/16 14:31:19:328 [sampleFlow_00000] IBS-AP-SYSTEM Apfw-Activity-Start 8025 [sampleunit_prexe] 

sampleFlowDef sampleFlow_00000 ***** ***** ***** ***** Normal ***** *****

 
性能ログ

性能ログは、アプリケーション連携実行基盤内部での実行時間を表します。

性能ログのメッセージ本文には、以下に示すフォーマットでメッセージを出力します。

アプリケーション連携実行基盤では以下の情報を出力します。

No. 項目名 出力内容

1 ログ種別 “IBS-AP-PERFORMANCE”の文字列が出力されます。
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No. 項目名 出力内容

2 採取契機 性能ログが出力される契機です。

“ログの出力契機”を参照してください。

3 メッセージID “システムログ”の説明を参照してください。

4 アクティビティの

キューDestination
名

5 フロー定義名

6 業務処理実行アプ

リケーション名

7 メッセージ 性能情報が出力されます。

メッセージには、以下の情報を出力します。

  セション情報 開始時刻 出力時刻 経過時間

“開始時刻”および“出力時刻”は、“年/月/日 時:分:秒.ミリ秒”のフォーマットで出

力されます。

なお、日と時の間には空白が出力されます。

出力例: 
  2008/05/16 14:31:08:937

各項目の出力内容のなかに空白が含まれることがあります。

 
セション情報

アプリケーション連携実行基盤で出力されるセション情報は以下の2つがあります。

No. 項目名 定義名 長さ(注1) 出力内容

1 ホスト名 session.hostName 16 ホスト名が出力されます。

なお、ホスト名に空白が含まれる場

合には、そのまま空白が含まれるホ

スト名が出力されます。

2 サブシステム名 session.subSystemID 7 空文字""が出力されます。

注1) 出力する情報が“長さ”に満たない場合、その分は空白が出力されます。

 
ログの出力契機

性能ログは、以下の表に示す契機で出力されます。

ログ出力契機 メッセージ

ID
ログの出

力レベル

採取契機の出力内容

フロー定義の終点での処理が終わったとき 8152 3 StartOfBusiness-ToEndingPoint

アクティビティが開始され、終了したとき（バッ

チ実行基盤の制御処理も含みます）

8153 10 Apfw-Activity

内部処理としてメッセージ送信処理を開始し、

終了したとき

8154 15 Message-sendMessage

業務処理実行アプリケーションのクラスを構成

する全メソッド（コンストラクタ、業務処理）の

初のメソッドを呼び出した後、 後のメソッドよ

り復帰したとき

8155 15 Business-Application-Class
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ログ出力契機 メッセージ

ID
ログの出

力レベル

採取契機の出力内容

業務処理実行アプリケーションのコンストラク

タを呼び出した後、復帰したとき

業務処理実行アプリケーションの業務処理を

呼び出した後、復帰したとき

8156 15 Business-Application-Method

 
出力例

以下に、「フロー定義の終点での処理が終わったとき」の性能ログの出力例を示します。

・ コリレーションIDを“sampleFlow_00000”とします。

・ リソースユニット名を“sampleunit”とします。

・ フロー定義名を“sampleFlowDef”とします。

・ ホスト名を“server1”とします。

・ “開始時刻”は、2008年5月16日14時31分8秒（937ミリ秒）とします。

・ “出力時刻”は、2008年5月16日14時31分19秒（328ミリ秒）とします。

2008/05/16 14:31:19:328 [sampleFlow_00000] IBS-AP-PERFORMANCE StartOfBusiness-ToEndingPoint 8152 

[sampleunit_prexe] sampleFlowDef ***** server1                      2008/05/16 14:31:08:937 2008/05/16 

14:31:19:328 10391  

2.3.7.3.5 フロー実行APIの性能ログ定義

業務処理開始アプリケーションで使用するフロー実行APIで性能ログを取得する定義について以下に説明します。

 
有効にする方法

システムプロパティ“com.fujitsu.interstage.apfw.batch.snap”に“on”を指定してください。

 
出力先

性能ログは、以下のファイルに出力されます。ファイルは10世代まで累積し各ファイルのサイズは 大500Kバイトです。

[Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ]\BAS\var\JavaBatch\snap\batchApiSnap数字.log
(数字: 0～9)

/opt/FJSVibs/etc/JavaBatch/snap/batchApiSnap数字.log
(数字: 0～9)

 
定義ファイル

デフォルトでは以下の定義ファイルを使用します。

[Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ]\BAS\etc\JavaBatch\def\apiSnapLogConf.xml

/opt/FJSVibs/etc/JavaBatch/def/apiSnapLogConf.xml

性能ログの定義ファイルを変更したい場合は、次のシステムプロパティで定義ファイルのパスを指定してください。

・ com.fujitsu.interstage.apfw.batch.snapdef
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性能ログの管理名には必ず“batchApiSnapLog”を指定してください。管理名は、定義ファイルのlogComposer要素のname属性で指定

します。

ログの目的 管理名 説明

性能ログ batchApiSnapLog 業務処理開始アプリケーションでで使用するフロー実行APIの処理時間

を出力します。

〔性能ログの定義〕

<logComposer name="batchApiSnapLog" class=" com.fujitsu.uji.log.LogComposer ">
・・・

</logComposer>

 
出力契機

フロー実行APIでは、以下の主要メソッドを実行した契機で性能ログを出力します。

・ Connection.close

・ Connection.createInteraction

・ Connection.getLocalTransaction

・ ConnectionFactory.getRecordFactory

・ Interaction.close

・ Interaction.execute

・ Interaction.getConnection

・ LocalTransaction.begin

・ LocalTransaction.commit

・ LocalTransaction.rollback

・ RecordFactory.createMappedRecord

 
出力内容

フロー実行APIでは、以下の情報を出力します。

・ 時刻

・ スレッド名

・ Call / Return

・ 処理メソッド名

 
出力例

以下に性能ログの出力例を示します。

・ 2008年6月25日11時19分02秒（857ミリ秒）にConnectionクラスのgetLocalTransactionメソッドを呼び出した。

・ 2008年6月25日11時19分02秒（890ミリ秒）にConnectionクラスのgetLocalTransactionメソッドから復帰した。

2008/06/25 11:19:02.875 Thread-2 Call Connection.getLocalTransaction 
2008/06/25 11:19:02.890 Thread-2 Return Connection.getLocalTransaction

2.3.7.4 業務ログ

業務ログとは、フロー実行中に業務処理実行アプリケーションが処理したデータ数など当該フローを実行して得られる業務処理の結

果情報を意味します。業務ログは、実行ログ内に出力され、フローの実行結果を確認する場合に利用します。
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業務ログの出力には、業務処理実行アプリケーションでApache Commonsの共通ログ出力インターフェースであるcommons-loggingの
ログ出力APIを使用します。また、ログの出力レベルを設定することで、アプリケーションを修正することなく開発時には詳細なログを出

力し、運用時には重要度の高いログだけを出力することができます。

以下に実行ログ内への業務ログの出力イメージを示します。

業務ログを出力するには以下の定義を行う必要があります。設定方法は各定義の説明を参照してください。

・ commons-logging.propertiesの設定

・ applicationlog.propertiesの設定

2.3.7.4.1 業務ログの定義(commons-logging.properties)

commons-loggingの設定ファイルcommons-logging.propertiesにはログ生成クラスを下記のとおりに記述します。

org.apache.commons.logging.LogFactory=com.fujitsu.interstage.apfw.batch.logging.application.ApfwLogFactory

2.3.7.4.2 業務ログの定義(applicationlog.properties)

applicationlog.propertiesの設定ファイルでは、業務ログの下記項目を設定します。applicationlog.propertiesが存在しない場合、各プロ

パティの省略値が使用されます。使用される省略値は各プロパティの説明を参照してください。

・ ロガー名

・ ロガーの出力先

・ ログ出力レベル

・ ログ出力フォーマット

以下にapplicationlog.propertiesの設定ファイルの記述イメージを示します。

# ロガー名 (省略可) ・・・ 実行ログ以外にも業務ログを出力する場合に指定

loggerName.ロガー名=ログ実装クラスのクラス名

# ログの出力先 (省略可) ・・・ 業務処理実行アプリケーションのパッケージやクラスごとに業務ログの出力先を

                               分離する場合に指定する

logger=共通のロガー名

logger.パッケージ名=ロガー名
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logger.クラス名=ロガー名

# ログ出力レベル (省略可) ・・・ 共通のログ出力レベルを変更したり、業務処理実行アプリケーションの

                                 パッケージやクラスごとにログの出力レベルを変更する場合に指定する

applicationLogger.level=共通のログ出力レベル

applicationLogger.level.パッケージ名=ログ出力レベル

applicationLogger.level.クラス名=ログ出力レベル

# ログ出力フォーマット (省略可) ・・・ 業務ログの出力フォーマットを変更する場合に指定する

applicationLogger.format=ログ出力フォーマット

 
ロガー名

業務処理実行アプリケーションで処理した業務結果を業務ログとして実行ログに出力する場合は、ロガー名はapplicationLoggerを使

用します。applicationLoggerは、バッチ実行基盤(Java)の予約語として定義されており、ロガー名として設定する必要はありません。

ロガー名は、業務処理実行アプリケーションのデバッグ情報など一部の処理結果を別のファイルなどに出力したい場合に指定してく

ださい。ロガー名およびログの出力先を定義することで業務処理実行アプリケーションの任意のパッケージやクラスのログの出力先を

実行ログ以外に変更することができます。

ロガー名を定義するプロパティの設定内容を以下に示します。

No. 項目名 説明

1 プロパティ名 loggerName.ロガー名 (任意の名称)

2 意味(機能) ロガー名を定義します。

値にはログ実装クラスのクラス名をパッケージ名から指定します。

このロガー名を指定してクラスごとに使用するログ実装クラスを指定することができま

す。

ロガー名には半角空白、コロン(:)、等号(=)は使用できません。

ロガー名は、大文字小文字を区別します。文字数の制約はありません。

3 書式 loggerName.ロガー名=ログ実装クラスのクラス名(パッケージ名から指定)

4 省略値 なし

ロガー名を定義する場合は、applicationLogger以外を指定してください。

jdk14Loggerというロガー名とsimpleLogというロガー名を定義する場合の記述例を以下に示します。

# ロガー名

loggerName.jdk14Logger=org.apache.commons.logging.impl.Jdk14Logger

loggerName.simpleLog=org.apache.commons.logging.impl.SimpleLog

 
ログの出力先

ロガー名を定義した場合は、業務処理実行アプリケーションの各パッケージやクラスで業務ログの出力先を指定してください。ロガー

名を定義しない場合、ログの出力先を定義する必要はありません。ログの出力先には、以下の2つを指定します。

・ 業務ログの共通の出力先となるロガー名

・ 業務処理実行アプリケーションの特定のパッケージまたはクラスの業務ログの出力先となるロガー名

業務処理実行アプリケーションの任意のクラスの業務ログの出力先は、以下の順に決定します。

(1) そのクラスに指定されたログ出力先となるロガー名のログ実装クラスの設定

(2) そのクラスの属するパッケージに指定されたロガー名のログ実装クラスの設定

(3) 共通の出力先となるロガー名のログ実装クラスの設定

(4) 実行ログ

共通のログ出力先を定義するプロパティの設定内容を以下に示します。

- 62 -



No. 項目名 説明

1 プロパティ名 logger

2 意味(機能) 全体のログ実装クラスを指定します。

値としてロガー名を指定します。

実行ログに出力する場合はapplicationLoggerを指定し、他のログ実装を使用する

場合は定義した任意のロガー名を指定してください。

3 書式 logger=ロガー名

4 省略値 applicationLogger

特定のパッケージまたは特定のクラスのログ出力先を定義するプロパティの設定内容を以下に示します。

No. 項目名 説明

1 プロパティ名 logger.XXX (XXXはクラス名またはパッケージ名)

2 意味(機能) XXXで指定されたクラスまたはパッケージのログ実装クラスを指定します。

値としてロガー名を指定します。

実行ログに出力する場合はapplicationLoggerを指定し、他のログ実装を使用する

場合は定義したロガー名を指定してください。

3 書式 logger.XXX=ロガー名

4 デフォルト値 なし

パッケージcom.example1に属するクラスとクラスcom.example2.MyAppは実行ログに出力を行い、それ以外のクラスはJdk14Loggerを
用いて業務ログを出力する場合の記述例を以下に示します。

# ロガー名

loggerName.jdk14Logger=org.apache.commons.logging.impl.Jdk14Logger

# 使用するロガー

logger=jdk14Logger

logger.com.example1=applicationLogger

logger.com.example2.MyApp=applicationLogger

 
ログ出力レベル

業務ログには、TRACE(低)、DEBUG、INFO、WARN、ERRORおよびFATAL(高)の6段階のログ出力レベルを設定することができま

す。ログ出力レベルは、業務処理実行アプリケーション上で業務ログを出力するcommons-logging APIで指定し、本プロパティではど

のレベルまでを業務ログとして実際に出力するか、そのレベルを定義します。

本プロパティでログの出力レベルを定義することで、テスト環境や運用環境など業務処理実行アプリケーションの動作環境に合せて業

務ログの出力量を変更することができます。ログ出力レベルには、以下の3つを指定します。

・ 業務ログの共通のログ出力レベル

・ 業務処理実行アプリケーションの特定のパッケージまたはクラスの業務ログのログ出力レベル

業務処理実行アプリケーションの任意のクラスの業務ログの出力レベルは、以下の順に決定します。

(1) そのクラスに指定されたログ出力レベル

(2) そのクラスの属するパッケージに指定されたログ出力レベル

(3) 共通のログ出力レベル

共通のログ出力レベルを定義するプロパティの設定内容を以下に示します。

No. 項目名 説明

1 プロパティ名 applicationLogger.level

2 意味(機能) 本機能のログ実装クラスの全体のログ出力クラスを指定します。
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No. 項目名 説明

3 書式 applicationLogger.level= TRACE | DEBUG | INFO | WARN | ERROR | FATAL
書式の右辺は、大文字小文字の区別はしません。

4 デフォルト値 INFO

特定のパッケージまたは特定のクラスのログ出力レベルを定義するプロパティの設定内容を以下に示します。

No. 項目名 説明

1 プロパティ名 applicationLogger.level.XXX (XXXはクラス名またはパッケージ名)

2 意味(機能) 本機能のログ実装クラスのXXXで指定されたクラスまたはパッケージのログ出力ク

ラスを指定します。

3 書式 applicationLogger.level.XXX= TRACE | DEBUG | INFO | WARN | ERROR |
FATAL
書式の右辺は、大文字小文字の区別はしません。

4 デフォルト値 なし

パッケージcom.example1に属するクラスはWARN以上のレベルのログ出力のみを行い、クラスcom.example2.MyAppはTRACE以上

のレベルのログ出力を行い、その他のクラスはINFO以上のレベルのログ出力を行う場合の記述例を以下に示します。

# ログ出力レベル

applicationLogger.level=INFO

applicationLogger.level.com.example1=WARN

applicationLogger.level.com.example2.MyApp=TRACE

 
出力フォーマット

業務ログを実行ログに出力する場合のログ出力フォーマットを指定します。ログ出力フォーマットは文字テキストとフォーマット制御式か

ら構成されており、フォーマット中のフォーマット制御式は適切なデータに変換されて出力されます。

ログ出力フォーマットを定義するプロパティの設定内容を以下に示します。

No. 項目名 説明

1 プロパティ名 applicationLogger.format

2 意味(機能) 本機能のログ実装クラスが使用するログ出力フォーマットを指定します。

ログ出力フォーマットは文字テキストとフォーマット制御式から構成されます。

・ フォーマット制御式は、小文字で記述してください。

・ 文字テキストに“%”1文字を記述したい場合は“%%”と記述してください。

3 書式 applicationLogger.format=ログ出力フォーマット

4 デフォルト値 %m (メッセージ本文のみ出力)

ログ出力フォーマットで使用できるフォーマット制御式を以下に示します。

フォーマット制御式 変換されるデータ

%m 出力するメッセージ本文

%d 現在の日付と時刻 (yyyy/mm/dd hh:mm:ss)

%p ログ出力レベル

%c クラス名

ログ出力レベルとメッセージ本文を出力する場合のログ出力フォーマットを指定する場合の記述例を以下に示します。
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# ログ出力フォーマット

applicationLogger.format=[%p] %m

 
業務ログの記述例

設定ファイルapplicationlog.propertiesの全体の記述例を示します。

・ 業務ログをすべて実行ログに出力する場合のapplicationlog.propertiesの記述例

－ パッケージcom.example1に属するクラスはWARN以上のレベルのログ出力を行います

－ クラスcom.example2.MyAppはTRACE以上のレベルのログ出力を行います

－ それ以外のクラスはINFO以上のレベルのログ出力を行います。

－ 業務処理実行アプリケーションでは、error("ERROR MESSAGE")と記述し、業務ログに[ERROR] ERROR MESSAGEと出力

します。

# ログ出力レベル

applicationLogger.level=INFO

applicationLogger.level.com.example1=WARN

applicationLogger.level.com.example2.MyApp=TRACE

# ログ出力フォーマット

applicationLogger.format=[%p] %m

・ クラスごとにログの出力先を変更する場合のapplicationlog.propertiesの記述例

－ 実行ログ以外へのログを出力するためロガー名としてjdk14Loggerを定義します

－ パッケージcom.example1に属するクラスとクラスcom.example2.MyAppは実行ログに業務ログを出力します

－ それ以外のクラスはJdk14Loggerを用いてorg.apache.commons.logging.impl.Jdk14Loggerの実装にしたがって業務ログの出力

を行います。

－ パッケージcom.example1に属するクラスはWARN以上のレベルのログ出力のみを行い、クラスcom.example2.MyAppはTRACE
以上のレベルのログ出力を行います

－ 業務処理実行アプリケーションでは、error(“ERROR MESSAGE”)と記述し、業務ログに[ERROR] ERROR MESSAGEと出力

します。

# ロガー名

loggerName.jdk14Logger=org.apache.commons.logging.impl.Jdk14Logger

# 使用するロガー

logger=jdk14Logger

logger.com.example1=applicationLogger

logger.com.example2.MyApp=applicationLogger

# ログ出力レベル

applicationLogger.level.com.example1=WARN

applicationLogger.level.com.example2.MyApp=TRACE

# ログ出力フォーマット

applicationLogger.format=[%p] %m

2.4 運用ユーティリティ

フロー実行環境の構築を行うための“環境構築コマンド”およびフロー実行環境の操作や状態表示を行う “運用操作コマンド”の2つの

機能を提供します。

各コマンド仕様の詳細については、“第16章 コマンドリファレンス”を参照してください。
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2.4.1 環境構築コマンド

バッチマネージャー、リソースユニット、リソースグループおよびフロー定義の環境構築に使用するコマンドです。

 
バッチマネージャー環境構築コマンド

バッチマネージャーの環境構築コマンドとして以下を提供します。

・ バッチマネージャーの作成(apfwmkmngr)・削除(apfwrmmngr)
バッチマネージャーの動作環境を作成または削除するコマンドです。バッチマネージャーを配置するサーバで実行します。

 
リソースユニット環境作成コマンド

リソースユニットの環境作成コマンドとして以下を提供します。

・ リソースユニットの作成(apfwmkunit)・削除(apfwrmunit)
リソースユニットの動作環境を作成または削除するコマンドです。リソースユニットを配置するサーバで実行します。

 
リソースグループ環境操作コマンド

リソースグループの環境操作コマンドとして以下を提供します。

・ リソースグループへのリソースユニットの追加(apfwjbcnfgrp -a)・削除(apfwjbcnfgrp -d)
リソースグループへリソースユニットを追加または削除するコマンドです。リソースグループを配置するサーバで実行します。

・ リソースグループの振り分け方式の設定(apfwjbcnfgrp -m)
リソースグループの振り分け方式を静的負荷分散または動的負荷分散に設定するコマンドです。リソースグループを配置するサー

バで実行します。

・ リソースグループの反映(apfwjbcnfgrp -r)
リソースグループへのリソースユニットの追加・削除および振り分け方式の設定をバッチマネージャーへ反映するコマンドです。リ

ソースグループを配置するサーバで実行します。

 
フロー定義操作コマンド

フロー定義の操作コマンドとして以下を提供します。

・ フロー定義の登録(apfwregflow)・削除(apfwunregflow)
フロー定義をバッチマネージャーに登録または削除するコマンドです。バッチマネージャーを配置するサーバで実行します。

2.4.2 運用操作コマンド

バッチマネージャー、リソースユニット、リソースグループおよびフローの操作や状態表示を行うコマンドです。

 
バッチマネージャー運用操作コマンド

バッチマネージャーの運用操作コマンドとして以下を提供します。

・ バッチマネージャーの起動(apfwstartmngr)・停止(apfwstopmngr)
運用を開始する際、バッチマネージャーを起動または停止するコマンドです。バッチマネージャーを配置するサーバで実行しま

す。

・ バッチマネージャーの開始(apfwopenmngr)・停止(apfwclosemngr)
運用開始時刻までは、フローの実行を受け付けたくない場合など、バッチマネージャーの受け付けを開始または停止するコマンド

です。バッチマネージャーを配置するサーバで実行します。

・ バッチマネージャーの更新(apfwrldmngr)
運用中に業務を追加する場合、追加したフロー定義をバッチマネージャーに反映するコマンドです。バッチマネージャーを配置

するサーバで実行します。

 
リソースユニット運用操作コマンド

リソースユニットの運用操作コマンドとして以下を提供します。
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・ リソースユニットの起動(apfwstartunit)・停止(apfwstopunit)
運用を開始する際、リソースユニットを起動または停止するコマンドです。リソースユニットを配置するサーバで実行します。

・ リソースユニットの閉塞(apfwjbchgblock -mode close -runit)・閉塞解除(apfwjbchgblock -mode open -runit)
リソースユニット単位に新たなフローの実行を抑止または抑止解除するコマンドです。リソースユニットを配置するサーバで実行し

ます。リソースグループに属するリソースユニットに対して実行できます。

 
リソースグループ運用操作コマンド

リソースグループの運用操作コマンドとして以下を提供します。

・ リソースグループの閉塞(apfwjbchgblock -mode close -rgroup)・閉塞解除(apfwjbchgblock -mode open -rgroup)
リソースグループ単位に新たなフローの実行を抑止または抑止解除するコマンドです。リソースグループを配置するサーバで実行

します。

 
リソースユニット状態表示コマンド

リソースユニットの状態を表示するコマンドとして以下を提供します。

・ リソースユニットの状態表示(apfwinfounit)
リソースユニットの一覧および状態(起動・停止)を表示するコマンドです。バッチマネージャーを配置するサーバで実行します。

 
リソースグループ状態表示コマンド

リソースグループの状態表示コマンドとして以下を提供します。

・ 運用中のリソースグループの情報の表示(apfwjbcnfgrp -p)・反映する前の情報の表示(apfwjbcnfgrp -p -n)
運用中のリソースグループの情報とバッチマネージャーへ反映する前の設定情報を表示するコマンドです。リソースグループを配

置するサーバで実行します。

・ 運用中のリソースグループの閉塞状態の表示(apfwjbcnfgrp -s)
運用中のリソースグループの閉塞情報を表示するコマンドです。リソースグループを配置するサーバで実行します。

 
フロー状態表示コマンド

フローの状態を表示するコマンドとして以下を提供します。

・ フローの状態表示(apfwinfoflow)
登録されているフローの一覧を表示するコマンドです。バッチマネージャーを配置するサーバで実行します。フローの状態は、以

下のいずれかとなります。

－ 実行中

－ キャンセル待ち

－ アプリケーションが異常終了

－ キャンセルによる終了

－ タイムアウト

－ リソースユニットの強制停止による終了

- 67 -



第3章 導入・運用・保守

バッチ実行基盤（Java）の導入・運用・保守の概要について説明します。

3.1 導入から運用までの流れ

バッチ実行基盤（Java）を利用したシステムの環境作成の手順は、以下のとおりです。

3.1.1 システム設計
 

業務の設計

・ 業務の明確化

システムが実行する業務の以下の内容について明確にします。

－ 業務要件
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－ 業務で取り扱うデータの規模、種類など

－ 期待する業務の処理時間、フローの処理時間など

－ 業務を実現するためのフロー数など

－ 1日に実行するフロー数など

システムが実行する業務の以下の内容について明確にします。

また、業務の内容に伴い、実際のシステム構築とアプリケーションの設計に関連する要素を抽出します。

・ アプリケーションの設計

業務設計した内容を、実際に動作するフロー定義、業務処理実行アプリケーションにマッピングします。

・ アクセス権限の設計

以下の2つの権限について、アプリケーション開発時および運用時にどのユーザーに権限を与えるかを設計します。

権限 概要

システム管理者 ・ システム全体の管理者(オペレーティングシステムのroot権限)で
す。

・ システムの構築、環境設定、バッチマネージャー、リソースユニット

の起動/停止を行うことができます。

・ フロー実行コマンド、フロー実行APIによるフローの実行、すべて

のフローに対する表示、およびキャンセルを行うことができます。

Interstage運用者 ・ Interstage運用グループに属しているユーザーです。

・ フロー実行コマンド、フロー実行APIによるフローの実行、すべて

のフローに対する表示、およびキャンセルを行うことができます。

Interstage運用グループにユーザーを所属させる場合、ユーザーのプ

ライマリグループにInterstage運用グループを設定してください。

 
システムの設計

・ ハードウェア環境の設計

業務の設計で抽出した要素にもとづいて、ハードウェアを選定します。また、業務を開発するサーバと業務を運用するサーバを個

別に構築する場合は、それぞれのサーバの設計を行う必要があります。

サーバのディスク容量については“3.1.3 運用時に必要なディスク容量”を参照してください。

・ ソフトウェア環境の設計

リソースユニットの数や、業務処理実行アプリケーションの多重度など、実行環境を設計します。

詳細は、“3.1.2 実行環境の多重度”を参照してください。

3.1.2 実行環境の多重度

実行環境の多重度は業務の要件にあわせて決定します。

なお、実行環境で扱える多重度の 大は以下のとおりになります。この範囲で実行環境の多重度を決定してください。

・ 1つのシステムでは、リソースユニットを 大64個まで作成して同時に運用することが可能です。

・ 1つのリソースユニットでは、 大64個のフローを同時に実行することが可能です。

ただし、上記の 大数には以下のとおり、システム全体で同時に実行可能なフローの数による制約があります。

１つのフローに定義している資源定義の 大数 システム全体で同時に実行可能なフローの数

（ 大多重度）

0～512 128
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１つのフローに定義している資源定義の 大数 システム全体で同時に実行可能なフローの数

（ 大多重度）

513～1024 64

1025～2048 32

2049～4096 16

制約は、1つのフローで定義している資源定義の数(ファイルの数)によって異なります。例えば、同時に実行するフローの資源定義

の 大数が100の場合、システム全体で同時に実行可能なフローの数は128になります。

以下のいずれかの場合、リソースユニットのJavaヒープ領域不足によりメモリ不足やレスポンス低下が発生する場合があります。

・ 1つのリソースユニットでフローを多重で実行する場合

・ 1つのフローの定義量が大きい場合（アクティビティの数が多い場合、または、資源定義の数が多い場合）

本番環境でのJavaヒープ領域不足を抑止するため、開発環境(システムテスト)でJavaヒープ領域不足が発生しないよう十分にテストを

実施し、問題を解決するようにしてください。Javaヒープ領域不足の詳細は、“Interstage Application Server 運用ガイド(基本編)”の“予

兆監視”を参照してください。

3.1.3 運用時に必要なディスク容量

運用時に以下のディスク容量が必要です。

 
バッチ実行環境

ディレクトリ ディスク容量 備考（用途）

[Interstageのインストールディレクトリ]\BAS\var
\JavaBatch\log (注1)

/opt/FJSVibs/var/JavaBatch/log

運用の内容から計算してくだ

さい。 (注2)
リソースユニットが出

力する実行ログ

apfwsubflowの-pオプションで指定した実行ログの出力

ディレクトリ

運用の内容から計算してくだ

さい。 (注2)
コマンドが出力する

実行ログ

 

[Interstageのインストールディレクトリ]\BAS\var
\JavaBatch\log2

/opt/FJSVibs/var/JavaBatch/log2

10MB × リソースユニット数 簡易実行ログ

 

[Interstageのインストールディレクトリ]\BAS\var
\JavaBatch\system

/opt/FJSVibs/var/JavaBatch/system

59MB バッチ実行基盤

(Java)の作業用

使用するフロー定義の数から

計算してください。 (注3)
フロー定義

10KB × 同時実行する

apfwsubflowコマンドの数

apfwsubflowコマン

ドの作業用

 

[Interstageのインストールディレクトリ]\J2EE\var
\deployment\ijserver\[リソースユニット名]\current (注
4)

21MB × リソースユニット数 リソースユニットの作

業用
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ディレクトリ ディスク容量 備考（用途）

/opt/FJSVj2ee/var/deployment/ijserver/[リソースユニッ

ト名]/current

[Interstageのインストールディレクトリ]\BAS\var
\JavaBatch\snap

/opt/FJSVibs/var/JavaBatch/snap

5MB フロー実行APIの性

能ログ

[Interstageのインストールディレクトリ]\BAS\var\trc

/opt/FJSVibs/var/trc

5MB バッチ実行基盤

(Java)の作業用

[Interstageのインストールディレクトリ]\BAS\var
\JavaBatch\local

/opt/FJSVibs/var/JavaBatch/local/

60MB ファイル管理機能の

作業用

注1)
実行ログの出力先を変更する場合は、変更先のディレクトリで同様の見積もりを行ってください。また、実行ログの退避先を設定する場

合は、退避先のディレクトリでも同様の見積もりを行ってください。

注2)
1つのフローで出力する実行ログの 大サイズは2.1MBです。

以下の見積もり式で計算してください。

  1日に実行する 大フロー数×実行ログを保存しておく日数×2.1MB

注3)
登録するフロー定義に応じて以下の見積もりを行ってください。

注4)
Interstage以外でJava実行基盤（Java）を使用する場合は、リソースユニット上のアプリケーションのカレントディレクトリで同様の見積もり

を行ってください。

 
Interstage Application ServerのJavaEE実行環境

バッチ実行環境で使用するInterstage Application Serverの機能で必要なディスク容量については、Interstage Application Serverのマ

ニュアルの“チューニングガイド”に従って見積もりを行ってください。見積もりには、以下に示すバッチ実行環境で使用している機能

一覧の情報を参考にしてください。

使用している機能 備考

Interstage 動作環境   

Interstage管理コンソール   

Interstage JMXサービス   
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使用している機能 備考

J2EE リソースユニットに配備するユーザー資産を加算してください。

IJServerワークユニット Webサーバは使用しません。

Servletサービスのセションリカバリ機能は使用しません。

見積もり式は、以下で計算してください。

  プロセス多重度=1

Interstage JMS   

CORBAサービス ネーミングサービスは使用します。

インターフェースリポジトリサービスは使用しません。

内部ログは採取しません。

トレース情報の採取機能は使用します。

IDLコンパイラは使用しません。

HTTP-IIOPゲートウェイは使用しません。

見積もり式は以下の値を使用して計算してください。

  コンテキスト数 = 1
  オブジェクトリファレンス長 = 4KB
  オブジェクト数 = 6＋2×リソースユニット数

  access_log_size = 3000000Byte
  process_log_size = 3000000Byte
  error_log_size = 3000000Byte
  info_log_size = 3000000Byte
  max_processes = 512
  trace_size_per_process = 10000
  trace_size_of_daemon = 320000

イベントサービス 不揮発化運用は行いません。

プロセス単位で内部トレースを採取します。

見積もり式は以下の値を使用して計算してください。

  essetcnfコマンドの-s -logsizeオプションの指定値 = 1024KB
  trace_size = 1024
  トレースファイルの世代数 = 50
  イベントチャネルのプロセス数 = 5＋リソースユニット数

コンポーネントトランザクションサービス 異常終了した場合に採取されるcoreファイルの見積もりは必要ありませ

ん。

3.1.4 システム環境の作成

システム設計にもとづいて、アプリケーションサーバの環境設定、およびフロー実行環境の作成を行います。

環境作成の詳細については、“第5章 バッチ実行環境のセットアップ”を参照してください。

3.1.5 アプリケーションの開発

フロー定義、業務処理実行アプリケーション、および業務処理開始アプリケーションを作成します。

フロー定義の作成の詳細は“第7章 フロー定義の作成”を、業務処理実行アプリケーションの作成の詳細は“第8章 業務処理実行ア

プリケーションの作成”を、業務処理開始アプリケーションの作成の詳細は“第9章 業務処理開始アプリケーションの作成”を参照して

ください。

3.1.6 運用

バッチ実行基盤（Java）を運用する場合は運用の開始操作を、運用を終了する場合は運用の停止操作を行う必要があります。

運用の開始と停止の詳細については、“10.1 運用の開始”と“10.3 運用の停止”を参照してください。
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3.2 保守

バッチ実行基盤（Java）を利用したシステムの保守の概要を説明します。

 
業務の追加・変更・削除

業務の追加・変更・削除を行うときは、フロー定義、または業務処理実行アプリケーションの追加・変更・削除を行います。追加・変更・

削除は、運用の停止を行ったうえで行ってください。

・ フロー定義

新たな業務の追加や削除を行う場合は、バッチ実行環境に対して、フロー定義の追加や削除を行います。

また、既存の業務に対して業務の流れの変更、業務処理実行アプリケーションの追加・削除、または業務処理実行アプリケーショ

ンのパラメーター変更を行う場合は、フロー定義の更新を行い、バッチ実行環境に対してフロー定義の変更を行います。

・ 業務処理実行アプリケーション

業務処理実行アプリケーションの追加・変更・削除を行う場合は、リソースユニットに対して、業務処理実行アプリケーションの配

備、または配備の解除を行います。

 
保守作業時の操作

・ 退避および復元

システムの入れ替えやハードディスクの異常などの理由によりバッチ実行環境を使用するシステムの修復を行う場合、アプリケー

ションサーバに作成した環境を退避および復元します。

退避/復元の詳細については、“10.5 資源のバックアップ/他サーバへの資源移行/ホスト情報の移行”を参照してください。
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第4章 Interstage以外でバッチ実行基盤(Java)を使用する方法

Interstage以外でバッチ実行基盤（Java）を使用する方法について説明します。

本章では、使用可能なJavaEE環境について説明します。

Interstage以外でバッチ実行基盤（Java）を使用する方法の詳細については、“第6部 Interstage以外でのバッチ実行基盤(Java)の使

用”を参照してください。

 
使用可能なJavaEE環境

使用可能なJavaEE環境は、以下の通りです。

・ WebLogic Server 10

 
利用できない機能

Interstage以外でバッチ実行基盤(Java)を利用する場合、以下の機能は利用できません。

・ ファイル管理機能

データの引継ぎにはデータベースを利用してください。

・ フローの分散実行

フロー実行時に業務処理開始アプリケーション、または、apfwsubflowコマンドでリソースユニット名を指定してください。

・ 業務ログ機能

業務処理実行アプリケーションの論理としてログを出力してください。
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第2部 セットアップ

第5章 バッチ実行環境のセットアップ.................................................................................................................76
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第5章 バッチ実行環境のセットアップ

バッチ実行基盤（Java）を使用するために必要な環境作成、およびバッチ実行基盤（Java）上でフローを実行するために必要な環境

（フロー実行環境）のセットアップ方法について説明します。

バッチ実行環境（Java）で使用するコマンドおよびコマンドの格納先については、“第16章 コマンドリファレンス”を参照してください。

Interstageのコマンドおよびコマンドの格納先については、“Interstage Application Server リファレンスマニュアル(コマンド編)”を参照し

てください。

5.1 バッチ実行環境の作成

ここでは、バッチ実行環境を使用するために必要な環境の作成方法について説明します。

 
環境変数の設定

必要な環境変数を設定します。

環境変数 設定値

PATH /opt/FJSVibs/bin

LD_LIBRARY_PATH /opt/FJSVibs/lib
/opt/FJSVjms/lib
/opt/FSUNod/lib

環境変数 設定値

PATH /opt/FJSVibs/bin

LD_LIBRARY_PATH /opt/FJSVibs/lib
/opt/FJSVjms/lib
/opt/FJSVod/lib

5.1.1 アプリケーションサーバの環境設定

以下の手順でアプリケーションサーバの環境設定を行います。

1. システムパラメーターのチューニング

2. Interstageの設定

5.1.1.1 システムパラメーターのチューニング

Interstage Job Workload Serverのシステム規模に応じて、Interstage Application Serverのシステム規模を変更します。リソースユニット

で実行するアプリケーションの多重度に応じてInterstageのシステム規模を変更してください。対応関係を以下に示します。アプリケー

ションの多重度の総和は、すべてのリソースユニットで同時実行するアプリケーションの多重度の合計を意味します。

アプリケーションの多重度

の総和

Interstage Application Serverのシステ

ム規模

備考

32以下 large インストール時の省略値

33～64 super   
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アプリケーションの多重度

の総和

Interstage Application Serverのシステ

ム規模

備考

16以下 small インストール時の省略値

17～32 moderate   

33～64 large   

65～128 super   

OSのチューニングはありません。

OSのシステムパラメーターのチューニングは、OSのマニュアルに従ってください。

システムパラメーターのチューニングはありません。

バッチ実行基盤(Java)およびバッチ実行基盤(Java)で使用するInterstage Application Serverの機能で必要なシステムパラメーターの

チューニングについて以下に説明します。

 
バッチ実行基盤(Java)に必要なシステムパラメーターの見積もり

バッチ実行基盤(Java)に必要なシステムパラメーターの見積もり式を以下に示します。

なお、Solaris 10オペレーティングシステムの資源制御を使用してプロセス間通信機能(共用メモリ、セマフォ、メッセージキュー)の動作

を定義する場合、Solaris 10のprojectデータベースおよびprctlコマンドを使用してください。

・ Solaris 10の資源制御の詳細は、システムのドキュメントを参照してください。

・ カーネル構成ファイル内のパラメーターの詳細は、使用しているシステムのドキュメントを参照してください。

共用メモリ

資源制御によって以下の値を設定、または加算してください。

資源制御 種類 必要数 備考

project.max-shm-memory 加算値 25117336 共用メモリセグメントの 大サイ

ズ

project.max-shm-ids 加算値 8 共用メモリIDの数

セマフォ

資源制御によって以下の値を設定、または加算してください。

資源制御 種類 必要数 備考

project.max-sem-ids 加算値 5 セマフォIDの数

process.max-sem-nsems 設定値 12 セマフォIDごとの 大セマフォ

数

process.max-sem-ops 設定値 1 一度のセマフォ操作で同時に

操作可能なセマフォの個数
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メッセージキュー

資源制御によって以下の値を設定、または加算してください。

資源制御 種類 必要数 備考

process.max-msg-qbyte 設定値 65536 待ち行列上の 大バイト数

project.max-msg-ids 加算値 3 メッセージキューIDの数

process.max-msg-messages 設定値 3 システムメッセージのヘッダ数

 
バッチ実行基盤(Java)に必要なシステムパラメーターの見積もり

バッチ実行基盤(Java)に必要なシステムパラメーターの見積もり式を以下に示します。

共用メモリ

パラメーター 種類 必要数 備考

kernel.shmmax 設定値 14380872 共用メモリセグメントの

大サイズ

kernel.shmmni 加算値 7 共用メモリIDの数

セマフォ

パラメーター 種類 必要数 備考

kernel.sem
(semmsl)

設定値 12 セマフォIDごとの 大セ

マフォ数

kernel.sem
(semmns)

加算値 5 システム全体のセマフォ

数

見積もり結果が、1024よ
り小さい場合は、1024を
指定します。

kernel.sem
(semopm)

設定値 1 セマフォコールあたりの

セマフォ操作の 大数

kernel.sem
(semmni)

加算値 5 セマフォIDの数

メッセージキュー

パラメーター 種類 必要数 備考

kernel.msgmax 設定値 128 メッセージの 大サイズ

kernel.msgmnb 設定値 4096 待ち行列上の 大バイ

ト数

kernel.msgmni 加算値 3 メッセージキューIDの数

 
Interstage Application Serverに必要なシステムパラメーターの見積もり

バッチ実行基盤 (Java)で使用する Interstage Application Serverの機能に必要なシステムパラメーターはマニュアルCD
の“ApplicationServer\tuning”フォルダにExcelファイルとして格納されている“ISAS-IPCtuning.xls”を用いて算出します。使用方法な

どの詳細については、当該Excelファイル内の説明記事を参照してください。

システムパラメーターは“ISAS-IPCtuning.xls”の自動計算シートを用いて算出します。自動計算シートでは各項目にそれぞれ以下で

指定する値を選択してください。

見積もりの前提

Interstage Application Serverのシステム規模を選択してください。
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使用OSバージョン

Solaris 10を選択してください。

チューニングパラメーターの自動拡張

必ずチェックしてください。

使用サービス・機能

“イベントサービス”を追加でチェックしてください。デフォルトでチェックされているサービスは変更しないでください。

 
システムパラメーターの変更方法

システムパラメーターの見積もりで算出した値を、システムパラメーター(/etc/system)に反映するかまたは資源制御による設定をします。

設定の際は、以下に留意してください。また、/etc/systemの修正で反映した値を有効化するためには、システムのリブートが必要です。

・ 「加算値」のパラメーターについては、現在の該当パラメーター値に算出値を加算した値を設定してください。

・ 「設定値」のパラメーターについては、現在の該当パラメーター値と算出値を比較して大きい方の値を設定してください。

・ “ISAS-IPCtuning.xls”の自動計算シートの設定有効バージョンは以下を意味します。

9: Solaris 9だけで設定した場合に有効

9,10: Solaris 9およびSolaris 10で設定した場合に有効

10： Solaris 10だけで設定した場合に有効

・ Solaris 10でシステム資源を/etc/systemで設定する場合、shmmaxまたはshmmniを定義すると、以下の計算式で資源制御の

project.max-shm-memory値が算出されます。

共用メモリの総バイト数 = project.max-shm-memory = shmmax * shmmni

Solaris 10で“shmmax”または“shmmni”を設定する場合は、算出されたproject.max-shm-memory以上の値になるように設定してく

ださい。

 
システムパラメーターの変更方法

システムパラメーターの見積もりで算出した値を、システムパラメーター(/etc/sysctl.conf)に反映します。設定の際は、以下に留意してく

ださい。また、反映した値を有効化するためには、システムのリブートが必要です。

・ 「加算値」のパラメーターについては、現在の該当パラメーター値に算出値を加算した値を設定してください。

・ 「設定値」のパラメーターについては、現在の該当パラメーター値と算出値を比較して大きい方の値を設定してください。

5.1.1.2 Interstageの設定

Interstage Application Serverのシステム規模を“5.1.1.1 システムパラメーターのチューニング”に示すインストール時の省略値から変更

する場合は、以下に示す順序で行います。システム規模を変更しない場合、Interstageの設定は不要です。Interstageの設定を行う場

合は、管理者権限を有するユーザーで行ってください。

 
Interstageの停止

Interstageが起動している場合は、Interstageを停止します。

isstop -f

 
Interstageの設定

システム規模を変更するには以下のようにコマンドを実行します。

システム規模をlargeに設定する場合には、次のようにコマンドを実行します。

isgendef large

システム規模の見積もりについては、“5.1.1.1 システムパラメーターのチューニング”を参照してください。

上記のコマンドが正常終了後、次のコマンドを実行します。
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isregistdef

上記の設定を反映するために、Interstageの初期化を行います。

Interstageの初期化は、以下のように行います。isinitコマンドの引数に“EJB”は必ず指定してください。TYPEは、TYPE1～TYPE3まで

のいずれかが指定できます。利用する環境に合せて指定してください。isinitコマンドの詳細は、“Interstage Application Server リファレ

ンスマニュアル(コマンド編)”を参照してください。

isinit TYPE1 EJB

isstatコマンドによって、Interstageの状態を確認します。

isstat

isstatコマンドの出力結果を以下に示します。

SERVICE NAME                                 STATUS

ObjectDirector                               stop

NamingService                                stop

InterfaceRepositoryCacheService              stop

InterfaceRepositoryCacheEService             stop

EventService                                 stop

TransactionDirector                          stop

“SERVICE NAME”に、上記出力結果の赤字部分に示す“EventService”の行が存在しなければ、イベントサービスが設定されていま

せん。

イベントサービスが設定されていない場合は、以下のコマンドを実行し、イベントサービスを有効にしてください

ismodifyservice -a ES

5.1.2 フロー実行環境の作成

以下のコマンドを実行してフロー実行環境（バッチマネージャーとリソースユニット）を作成します。“UNIT”は作成するリソースユニット

の名前です。

apfwmkmngr -runit UNIT

apfwmkmngrコマンドの詳細については、“16.10 apfwmkmngr”を参照してください。

・ ファイル管理機能を利用する場合は、apfwmkmngrコマンドに-autoオプションを指定しないようにしてください。-autoオプションを指

定してバッチマネージャーを自動起動した場合、ファイル管理機能を利用するフローの実行に失敗します。

・ 業務ログを利用する場合は、リソースユニットのJavaVMのヒープ量を業務ログの出力量に応じて設定する必要があります。“JavaVM
オプションの変更”を参考にヒープ量を設定してください。

 
apfwmkmngrコマンドで作成される資源

バッチマネージャーとリソースユニットに資源が作成されます。

バッチマネージャー

以下の資源が作成されます。

作成する資源 名前

IJServer apfwbatchmngr

CORBAワークユニット apfwfilemgrwu
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作成する資源 名前

イベントチャネル apfwbatchmngr_instr::apfwbatchmngr_instr
apfwbatchmngr_inctl::apfwbatchmngr_inctl
apfwbatchmngr_res::apfwbatchmngr_res
apfwbatchmngr_resapi::apfwbatchmngr_resapi
apfwbatchmngr_err::apfwbatchmngr_err

JMS Destination apfwbatchmngr_instr
apfwbatchmngr_inctl
apfwbatchmngr_res
apfwbatchmngr_resapi
apfwbatchmngr_err

ConnectionFactory APFWQCF

インプリメンテーションリポジトリID IDL:FJSVibsFileManager/CommunicationControl:1.0

ネーミングサービスのバインディング FJSVibs\.localhost\.filemngr

リソースユニット

以下の資源が作成されます。

作成する資源 名前

IJServer “リソースユニット名”

イベントチャネル "リソースユニット名"_prexe::"リソースユニット

名"_prexe

JMS Destination “リソースユニット名”_prexe

apfwmkmngrコマンドで作成される資源に対して、Interstage Application ServerのコマンドやInterstage管理コンソールから以下の操作

を実行しないでください。

・ IJServer/CORBAワークユニットの削除、起動、停止

・ イベントチャネルの削除、起動、停止、閉塞、閉塞解除

・ JMS Destinationの削除

・ ConnectionFactoryの削除

・ インプリメンテーションリポジトリIDの削除

5.1.3 フロー定義の登録

フロー定義ツールで作成したフロー定義をバッチマネージャーに登録します。フロー定義の作成については“第7章 フロー定義の作

成”を参照してください。

1. フロー定義ファイルの転送

フロー定義ツールで作成したフロー定義ファイルをバッチマネージャーを運用するアプリケーションサーバの任意のディレクトリ

に転送します。

2. フロー定義の登録

転送したフロー定義ファイルを入力として、以下のコマンドを実行し、フロー定義をバッチマネージャーに登録します。

apfwregflowコマンドの“-f”オプションには、フロー定義ファイルの絶対パスを指定します。“UNIT”は指定するリソースユニットの名前

です。

INSTDIR\bin\apfwregflow -f C:\export\home\ibasuser\UNITflow.apfl -runit UNIT

INSTDIRは、Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリです。
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/opt/FJSVibs/bin/apfwregflow -f /export/home/ibasuser/UNITflow.apfl -runit UNIT

apfwregflowコマンドの詳細については、“16.17 apfwregflow”を参照してください。

5.1.4 業務処理実行アプリケーションの配備

呼び出される業務処理実行アプリケーションをリソースユニットを構成するIJServerに配備します。リソースユニットを構成するIJServerは
リソースユニットと同じ名前になっています。

業務処理実行アプリケーションの配備の詳細については、“業務処理実行アプリケーションの配備”の“8.9.1 配備方法”を参照してく

ださい。

5.1.5 業務処理開始アプリケーションの配備

オンデマンド型業務モデルの場合は、フローを実行する業務処理開始アプリケーションを配備します。

業務処理開始アプリケーションの配備の詳細については、“9.8 業務処理開始アプリケーションの配備”を参照してください。

5.2 バッチ実行環境の変更

ここでは、作成したバッチ実行環境の変更方法について説明します。

5.2.1 システム構成の変更

システム構成の変更を行う場合は、変更内容に合わせて以下の作業を実施してください。

 
サーバの他マシンへの移行

バッチマネージャーを他アプリケーションサーバへ移行する場合は他サーバへの資源移行を行ってください。

なお、Interstageで使用しているバッチ実行基盤（Java）を、Interstage以外で使用する場合の移行は、バックアップリストアでは行えませ

ん。新規に環境を作成してください。

他サーバへの資源移行の詳細については、“10.5 資源のバックアップ/他サーバへの資源移行/ホスト情報の移行”を参照してくださ

い。

 
その他の構成変更

上記以外のシステム構成変更を行う場合は、システム構成の設計を行い、アプリケーションサーバの環境作成とフロー実行環境の作

成をやり直してください。システムの再作成は、フロー実行環境の削除を行ったうえで行ってください。

5.2.2 リソースユニットの追加・削除

以下にリソースユニットを追加・変更する手順について説明します。

 
フロー実行環境の停止

フロー実行環境を停止します。フロー実行環境の停止方法については、“10.3.1 フロー実行環境の停止”を参照してください。

 
リソースユニットを追加する場合

以下の作業を実施してください。

1. リソースユニットの作成

リソースユニットを作成します。“UNIT”は作成するリソースユニットの名前です。

apfwmkunit UNIT

apfwmkunitコマンドの詳細については、“16.6 apfwmkunit”を参照してください。

リソースユニットを作成することで作成される資源については、“5.1.2 フロー実行環境の作成”を参照してください。
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2. リソースユニットのチューニング

作成したリソースユニットのチューニングを行ってください。チューニング方法については、“5.4 リソースユニットのチューニング”

を参照してください。

3. 業務処理実行アプリケーションの配備

作成したリソースユニットに業務処理実行アプリケーションを配備します。業務処理実行アプリケーションの配備の詳細について

は、“8.9 業務処理実行アプリケーションの配備”を参照してください。

4. リソースユニットの起動

リソースユニットを起動します。“UNIT”は起動するリソースユニットの名前です。

apfwstartunit UNIT

apfwstartunitコマンドの詳細については、“16.8 apfwstartunit”を参照してください。

リソースユニットを追加して起動する場合は、Interstage Application Serverのイベントサービスの「静的イベントチャネル 大起動

数」の値を、以下の計算式より大きい値となるように設定してください。初期値は50が設定されています。

静的イベントチャネル 大起動数＝同時に起動するリソースユニットの数 + 5

「静的イベントチャネル 大起動数」の参照、設定はInterstage管理コンソールの以下の箇所で行います。

[Interstage Application Server] > [システム] > [サービス] > [イベントサービス] > [構成情報] の“イベントサービス動作環境”

の“静的イベントチャネル 大起動数”

 
リソースユニットを削除する場合

以下のコマンドを実行してリソースユニットを削除します。“UNIT”は削除するリソースユニットの名前です。

apfwrmunit UNIT

apfwrmunitコマンドの詳細については、“16.7 apfwrmunit”を参照してください。

リソースユニットを削除すると、削除したリソースユニットに配備されている業務処理実行アプリケーションも削除されます。

5.2.3 リソースグループの追加・削除

リソースグループの追加および削除について説明します。

5.2.3.1 リソースグループへのリソースユニットの追加

リソースグループへのリソースグループの追加は、リソースグループに属していないリソースユニットが１つ以上存在する状態で以下の

作業を実施してください。

1. リソースグループへのリソースユニットの追加

リソースグループへリソースユニットを追加します。リソースグループに追加するリソースユニットは、リソースユニット名だけが異な

るだけで、配備する業務処理実行アプリケーション、多重度などの動作環境はすべて同一にしてください。

“RGROUP”はリソースグループの名前、“UNIT”は追加するリソースユニットの名前です。

apfwjbcnfgrp -a -rgroup RGROUP -runit UNIT

apfwjbcnfgrpコマンドの詳細については、“16.23 apfwjbcnfgrp”を参照してください。

2. バッチマネージャーのリソースグループの情報を更新

リソースユニットを追加したリソースグループの情報をバッチマネージャーへ反映します。
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バッチマネージャーが停止している場合は、バッチマネージャーを起動します。

apfwstartmngr

apfwstartmngrコマンドの詳細については、“16.12 apfwstartmngr”を参照してください。

バッチマネージャーに反映する前のリソースグループの情報を表示します。

apfwjbcnfgrp -p -n -rgroup RGROUP

バッチマネージャーのリソースグループの情報を更新します。

apfwjbcnfgrp -r

バッチマネージャーへ反映した後のリソースグループの情報を表示します。

apfwjbcnfgrp -p -rgroup RGROUP

apfwjbcnfgrpコマンドの詳細については、“16.23 apfwjbcnfgrp”を参照してください。

5.2.3.2 リソースグループからリソースユニットの削除

リソースグループからリソースユニットを削除する場合は、以下の作業を実施してください。

1. リソースグループからリソースユニットの削除

リソースグループからリソースユニットを削除します。“UNIT”は削除するリソースユニットの名前です。

apfwjbcnfgrp -d -runit UNIT

apfwjbcnfgrpコマンドの詳細については、“16.23 apfwjbcnfgrp”を参照してください。

2. バッチマネージャーのリソースグループの情報を更新

リソースユニットを削除したリソースグループの情報をバッチマネージャーへ反映します。

バッチマネージャーが停止している場合は、バッチマネージャーを起動します。

apfwstartmngr

apfwstartmngrコマンドの詳細については、“16.12 apfwstartmngr”を参照してください。

バッチマネージャーに反映する前のリソースグループの情報を表示します。

apfwjbcnfgrp -p -n -rgroup RGROUP

バッチマネージャーのリソースグループの情報を更新します。

apfwjbcnfgrp -r

バッチマネージャーへ反映した後のリソースグループの情報を表示します。

apfwjbcnfgrp -p -rgroup RGROUP

apfwjbcnfgrpコマンドの詳細については、“16.23 apfwjbcnfgrp”を参照してください。
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5.2.4 フロー定義の追加・削除
 

フロー定義の追加

フロー定義を追加する場合は、フロー定義の登録を行います。

フロー定義の登録については、“5.1.3 フロー定義の登録”を参照してください。

 
フロー定義の削除

フロー定義を削除します。

フロー定義の削除については、“5.3.2 フロー定義の削除”を参照してください。

5.2.5 業務処理実行アプリケーションの配備解除

業務処理実行アプリケーションをリソースユニットを構成するIJServerから配備解除します。リソースユニットを構成するIJServerはリソー

スユニットと同じ名前になっています。

業務処理実行アプリケーションの配備解除の詳細については、“業務処理実行アプリケーションの配備”の“8.9.2 配備解除方法”を参

照してください。

5.2.6 業務処理開始アプリケーションの配備解除

オンデマンド型業務モデルの場合は、不要となった業務処理開始アプリケーションを配備解除します。

業務処理開始アプリケーションの配備解除の詳細については、“9.8 業務処理開始アプリケーションの配備”を参照してください。

5.3 バッチ実行環境の削除

ここでは、作成したバッチ実行環境の削除方法について説明します。

5.3.1 フロー実行環境の削除
 

フロー実行環境の停止

フロー実行環境を停止します。フロー実行環境の停止方法については、“10.3.1 フロー実行環境の停止”を参照してください。

 
リソースユニットの削除

以下のコマンドを実行してリソースユニットを削除します。“UNIT”は削除するリソースユニットの名前です。

apfwrmunit UNIT

apfwrmunitコマンドの詳細については、“16.7 apfwrmunit”を参照してください。

リソースユニットを削除すると、削除したリソースユニットに配備されている業務処理実行アプリケーションも削除されます。

 
バッチマネージャーの削除

以下のコマンドを実行してバッチマネージャーを削除します。

apfwrmmngr

apfwrmmngrコマンドの詳細については、“16.11 apfwrmmngr”を参照してください。

バッチマネージャーを削除しても、バッチマネージャーに登録されているフロー定義は削除されません。フロー定義を削除する方法に

ついては“5.3.2 フロー定義の削除”を参照してください。
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5.3.2 フロー定義の削除

以下のコマンドを実行してバッチマネージャーに登録されているフロー定義を削除します。“FLOW”はフロー定義名です。

apfwunregflow FLOW

apfwunregflowコマンドの詳細については、“16.18 apfwunregflow”を参照してください。

5.4 リソースユニットのチューニング

業務処理実行アプリケーションの動作環境を変更する場合は、リソースユニットのチューニングを行います。チューニング可能なリソー

スユニットの項目を以下に示します。

・ クラスパス

・ パス

・ ライブラリパス

・ 環境変数

・ JavaVMオプション

・ ログ出力ディレクトリ

・ アプリケーションの多重度

・ DBコネクション設定

各チューニング項目の変更は、リソースユニットを停止した状態で、Interstage管理コンソールを使用して行います。リソースユニットの

停止方法の詳細については、“16.9 apfwstopunit”を参照してください。Interstage管理コンソールの使用方法の詳細について

は、“Interstage Application Server 運用ガイド”および“Interstage管理コンソール ヘルプ”を参照してください。

クラスパス、JavaVMオプションについては、バッチ実行環境で必要な設定が、リソースユニット作成時に自動的に行われています。こ

れらの設定は、変更や削除を行わないでください。誤って変更や削除をした場合は再設定してください。バッチ実行環境で必要な設

定については、“D.1 業務処理実行アプリケーションの環境設定”を参照してください。

 
クラスパスの変更

業務処理実行アプリケーションが使用するクラスパスの変更は、Interstage管理コンソールの以下の箇所で行います。ユーザー定義型

クラス、またはユーザー定義型Exceptionを使用する場合、クラスパスにユーザー定義型クラス、またはユーザー定義型Exceptionを含む

jarファイルを設定してください。また、その他の必要なクラスパスの追加や不要なクラスパスの削除を行ってください。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [リソースユニット名] > [環境設定]の“ワークユニット設定”の“クラ

スパス”

 
パスの変更

業務処理実行アプリケーションが使用するパスの変更は、Interstage管理コンソールの以下の箇所で行います。必要なパスの追加や

不要なパスの削除を行ってください。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [リソースユニット名] > [環境設定]の“ワークユニット設定”の“パ

ス”

 
ライブラリパスの変更

業務処理実行アプリケーションが使用するライブラリパスの変更は、Interstage管理コンソールの以下の箇所で行います。必要なライブ

ラリパスの追加や不要なライブラリパスの削除を行ってください。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [リソースユニット名] > [環境設定]の“ワークユニット設定”の“ライ

ブラリパス”
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環境変数の変更

業務処理実行アプリケーションが使用する環境変数の変更は、Interstage管理コンソールの以下の箇所で行います。必要な環境変数

の追加や不要な環境変数の削除を行ってください。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [リソースユニット名] > [環境設定]の“ワークユニット設定”の“環境

変数”

 
JavaVMオプションの変更

業務処理実行アプリケーションが使用するJavaVMオプションの変更は、Interstage管理コンソールの以下の箇所で行います。必要な

JavaVMオプションの追加や不要なJavaVMオプションの削除を行ってください。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [リソースユニット名] > [環境設定]の“ワークユニット設定”の“JavaVM
オプション”

・ 業務ログを使用する場合、リソースユニット単位に以下に示すヒープが必要になります。業務処理実行アプリケーションが利用する

ヒープ量に加算した値を設定してください。

アプリケーションの実行多重度 × 業務ログの 大文字数 × 2バイト + 4Kバイト

 
ログ出力ディレクトリの変更

業務処理実行アプリケーションが使用するログ出力ディレクトリの変更は、Interstage管理コンソールの以下の箇所で行います。任意の

ログ出力ディレクトリを指定してください。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [リソースユニット名] > [環境設定]の“ワークユニット設定”の“ログ

出力ディレクトリ”

 
アプリケーションの実行多重度の変更

業務処理実行アプリケーションの実行多重度の変更は、Interstage管理コンソールの以下の箇所で行います。同時に実行するアプリ

ケーション数に応じた多重度を指定してください。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [リソースユニット名] > [配備したモジュール名] > [EJBアプリケー

ション名] > [アプリケーション環境定義]の“初期起動インスタンス数”

1つのリソースユニットにおける実行多重度は以下の範囲としてください。以下の範囲を超える場合は、リソースユニットを複数に分けて

運用してください。

リソースユニットに配備されたEJB JARの実行多重度の総和  ≦  64

 
DBコネクション設定の変更

業務処理実行アプリケーションで使用するデータベースのDBコネクション設定は、Interstage管理コンソールの以下の箇所で行いま

す。アプリケーションで使用するデータベース応じたDBコネクションを指定してください。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [リソースユニット名] > [環境設定]の“DBコネクション設定”

5.5 ジョブスケジューラー製品と連携する場合のセットアップ

バッチ実行基盤（Java）では、環境作成、フローの実行、キャンセル、および再実行を行うコマンドを提供しています。

ジョブスケジューラー製品と連携して、各コマンドを実行する処理をスケジューリングすることができます。

ジョブスケジューラー製品としてSystemwalker Operation Managerを使用する方法については、“付録B Systemwalker Operation Manager
との連携”を参照してください。
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第3部 アプリケーション開発
バッチ実行基盤(Java)で使用する開発資産を作成する方法について説明します。

バッチ実行基盤(Java)で使用する開発資産は、バッチ開発環境が提供するツールを使用して作成します。

開発資産 開発支援ツール 説明

フロー定義 フロー定義エディタ バッチ実行基盤(Java)から呼び

出される業務処理実行アプリ

ケーションのインタフェースの

定義、および実行順序をGUI
で定義します。

アプリケーション連携フロープ

ロジェクト配下に作成します。

業務処理実行アプ

リケーション

業務処理実行アプリケーション(Java)生成ウィ

ザード

フロー定義を入力として、バッ

チ実行基盤(Java)から呼び出

されるインタフェースのひな型

を生成します。

アプリケーション連携フロープ

ロジェクト配下に作成します。

業務処理開始アプ

リケーション

バッチ実行基盤のAPI組み込みウィザード フロー定義を入力として、バッ

チ処理を開始するためのAPIを
Javaソースに組み込みます。

オンデマンド型業務モデルの

場合に作成します。

バッチ開発環境が提供するツールを使用したアプリケーションの開発の流れを、以下に示します。
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以降では、各開発資産の作成方法について説明します。

第6章 アプリケーション連携フロープロジェクトの作成........................................................................................90

第7章 フロー定義の作成..................................................................................................................................92

第8章 業務処理実行アプリケーションの作成..................................................................................................140

第9章 業務処理開始アプリケーションの作成..................................................................................................168
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第6章 アプリケーション連携フロープロジェクトの作成

アプリケーション連携フロープロジェクトは、Interstage Studioの開発環境上に作成される、バッチ実行基盤(Java)の業務処理を構築す

るための開発資産をまとめた1つの単位です。

アプリケーション連携フロープロジェクトを新規で作成する方法について以下に示します。

1. メニューバーから[ファイル] > [新規] > [プロジェクト]を選択、またはツールバーの をクリックすると、[新規プロジェクト]ウィ

ザードが表示されます。

2. [アプリケーション連携実行基盤/バッチ実行基盤] > [アプリケーション連携フロープロジェクト]を選択します。

3. [次へ]をクリックします。[アプリケーション連携フロープロジェクト]ウィザードが表示されます。[アプリケーション連携フロープロジェ

クト]ウィザードは、以下の2画面で構成されます。

－ [アプリケーション連携フロープロジェクト]画面

－ アプリケーション連携フロープロジェクト固有のプロパティ画面

アプリケーション連携フロープロジェクト固有のプロパティ画面で指定する省略時に使用するキューは、非同期アプリケーション

連携実行基盤のフロー定義でのみ使用します。

[アプリケーション連携フロープロジェクト]画面

- 90 -



4. [プロジェクト名]にプロジェクト名を入力します。

プロジェクトをワークスペースフォルダに保存する場合は、[内容]の[ワークスペース内に新規プロジェクトを作成]を選択します。

プロジェクトをワークスペースフォルダ外に保存するには、[外部ロケーションに新規プロジェクトを作成]を選択し、保存先フォル

ダを入力します。

プロジェクトで使用するJREを変更する場合は、[JREを構成]、または[プロジェクト固有のJREを使用]を選択し、使用するJREを
選択してください。なお、オペレーティングテステムがRHEL5(Intel64)の場合、JREはデフォルト(JDK5)を使用してください。

[プロジェクト名]に関する規約については、“付録C 定義規約”を参照してください。

5. [終了]をクリックすると、アプリケーション連携フロープロジェクトが作成されます。
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第7章 フロー定義の作成

フロー定義は、[フロー定義ファイル生成]ウィザードで作成し、フロー定義エディタを用いて編集します。フロー定義ファイルの情報は、

XML形式のファイルとして出力されます。

1. プロジェクトの作成後、メニューバーから[ファイル] > [新規] > [その他]を選択するか、またはツールバーの をクリックする

と、[新規]ダイアログボックスが表示されます。

2. [アプリケーション連携実行基盤/バッチ実行基盤] > [アプリケーション連携フロー定義]を選択します。

3. [次へ]をクリックします。[フロー定義ファイル生成]ウィザードが表示されます。

7.1 フロー定義ファイルの生成

[フロー定義ファイル生成]ウィザードは、フロー定義情報の設定画面と、フロー定義固有のプロパティ画面の2画面で構成されます。
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1. 初に、フロー定義情報の設定画面が表示されます。
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2. [フォルダ名]にフォルダ名を入力します。または、[参照]をクリックしてフォルダを選択します。[参照]をクリックすると、[フォルダの

選択]ダイアログボックスが表示されます。

フロー定義ファイルの格納先のフォルダを選択し、[OK]をクリックします。初期状態では[フォルダ名]に入力されている場所が選

択されています。[フォルダ名]に入力されている場所が存在しない場合や、未入力だった場合は、プロジェクトの一番上のフォ

ルダが選択された状態になります。

フォルダ名にソースフォルダを選択すると、プロジェクトのビルド時に同名ファイルがビルド出力用のフォルダにコピーされてしま

うため、ソースフォルダ以外のフォルダを選択する必要があります。

3. [フロー定義名]にフロー定義名を入力します。

フロー定義ファイルは以下の形式で生成されます。

[フロー定義名].apfl

4. Interstage Job Workload Server 開発環境パッケージと、Interstage Business Application Server 開発環境パッケージが同一のPC
にインストールされている場合は、[定義の種類]で“バッチ実行基盤”を選択してください。

[定義の種類]の実行基盤の種別は、フロー定義ファイルの生成後に変更することはできません。

5. フローでファイル管理機能を使用する場合は、[ファイル管理機能を使用する]をチェックします。本項目をチェックすることで、ア

クティビティ定義で、アクティビティで使用するファイル資源の定義が可能になります。アクティビティ定義については、“7.3.3 ア
クティビティの設定”を参照してください。
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6. [次へ]をクリックしてくださいフロー定義固有のプロパティ画面が表示されます。

－ [フロー前処理/後処理の設定]

フローの前、後に実行されるフロー前処理、またはフロー後処理を使用する場合に、フロー前処理のアプリケーション、また

はフロー後処理のアプリケーションとして使用するクラス名を定義します。

ファイル作成後は、プロパティ画面で編集することが可能です。プロパティ画面については、“7.5 プロパティ”を参照してくだ

さい。

フロー前処理、およびフロー後処理については、“2.3.2 アプリケーションの実行制御”を参照してください。

－ [資源の獲得に失敗した場合の動作]

フローでファイル管理機能を使用する場合に指定可能です。

フロー実行時にフローが使用する資源の獲得に失敗した場合の動作を指定します。

- [フローの実行を待合せ]ボタンを選択した場合は、資源の獲得に成功するまで待ち合わせします。

- [異常終了]ボタンを選択した場合は、資源の獲得に失敗するとフローは異常終了します。

－ [コメント]

任意のコメントを入力します。

上記の各定義項目に関する規約については、“付録C 定義規約”を参照してください。
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省略時に使用するキューは、非同期アプリケーション連携実行基盤のフロー定義だけで使用します。

7. [終了]をクリックすると、フロー定義ファイルが作成されます。

[終了]は、[コメント]が未入力のままでもクリックすることが可能です。

7.2 フロー定義ファイルの操作
 

フロー定義ファイルを開く

フロー定義ファイルを開くには、Interstage Studioに表示されるファイルの一覧からファイルをダブルクリックするか、コンテキストメニューから

[開く]、または[アプリケーションから開く] > [フロー定義エディタ]を選択します。

フロー定義ファイルを開くと、フロー定義エディタのルーティング定義画面が表示されます。
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フロー定義エディタは、次の4つの画面で構成されています。

・ ルーティング定義

・ 業務データ定義

・ 異常処理定義

・ プロパティ

それぞれの画面へは、フロー定義エディタ下部のタブで切り替えることができます。

異常処理定義を使用するのは、非同期アプリケーション連携実行基盤のフロー定義だけです。

・ フロー定義ファイルを開く際、ファイル名とファイル中の情報として格納されているフロー定義名を比較します。名前が異なる場合

には、フロー定義名をファイル名に合わせて変更するかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。

・ フロー定義ファイルを開く際、定義情報がフロー定義ツールで開くことができない形式の場合、エラーメッセージが表示されます。

・ フロー定義ファイルを開く際、定義情報が完全でない場合は、エラーメッセージがInterstage Studioのステータスバーに表示されま

す。複数の定義エラーが存在する場合は、そのうちの1件が表示されます。

エラーメッセージは「画面名：メッセージ内容」という形式になります。2行以上のメッセージは1行めだけが表示されます。該当する

画面を開いてエラー箇所を修正してください。ただし、ステータスバーの更新の契機は、エラー箇所を修正した時点ではなく、ほ

かの画面に切り替えた時点、またはファイルを保存した時点になります。
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表示するエラーメッセージは、開いている画面内の定義エラーが対象となりますが、その画面に定義エラーが存在しない場合、ほ

かの画面の定義エラーが表示されます。複数の画面に定義エラーが存在する場合は、フロー定義エディタ下部のタブで も左側

にある画面の定義エラーが優先して表示されます。

また、ルーティング定義画面をほかの画面から切り替えて表示した際、ツールバーのアイコンまたはダイアログボックスをもつアイコ

ンが選択中となっている場合は、該当するアイコンのステータスバー表示用の情報が定義エラーよりも優先して表示されます。

－ アクティビティのアイコンが選択中の場合の例

定義エラーではなく[アプリケーションの説明]の内容が表示されます。

－ フロー定義ファイルを開く際にメモリ不足のエラーが発生した場合、以下の対処を行ってください。

1. メモリ不足のエラーダイアログボックスで「ワークスペースを終了しますか？」の確認に対し、[いいえ]をクリックします。

2. 作業中のファイルがあれば一度すべて保存して閉じます。

3. 再度該当ファイルを開きます。

メモリ不足のエラーはすでに非常に多くのファイルを開いているとき、または、フロー定義ファイルにかぎらず非常に大きな(数
十メガバイトの)ファイルを開いている、または開こうとしているときに発生します。通常は発生することはありません。

・ フロー定義ファイルを開く際、フロー定義ファイルがInterstage Studioのワークスペースに保存されている必要があります。ワークス

ペースにフロー定義ファイルが保存されていない場合、フロー定義エディタは以下のメッセージを出力します。

－ 内部エラーのため、このパーツを作成できません。失敗の理由: Invalid Input: Must be IFileEditorInput

 
フロー定義ファイルの保存

フロー定義ファイルを保存するには、メニューバーから[ファイル] > [保存]を選択するか、またはツールバーの をクリックします。

[Ctrl]+[S]キーを使用することも可能です。

フロー定義ファイルを保存する際、定義情報の内容が検証されます。定義情報が完全でない場合は、編集内容にエラーが含まれた

まま保存してよいかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。
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[はい]をクリックすると、そのまま保存します。[いいえ]をクリックすると、保存しないで編集画面に戻ります。

プロパティ画面でフロー定義名が変更されていた場合、そのフロー定義名が有効な名前であれば、保存する際にフロー定義名に合

わせてファイル名を変更するかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。プロパティ画面については、“7.5 プロパティ”を参

照してください。

 
フロー定義ファイルの別名保存

ファイルを別名で保存、またはファイル名を変更しないで別の場所に保存するには、メニューバーから[ファイル] > [別名保存]を選択

します。
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1. [ファイル] > [別名保存]を選択します。[別名保存]ダイアログボックスが表示されます。

2. [親フォルダを入力または選択]に、ファイルを保存するプロジェクトフォルダを入力または選択します。

3. [ファイル名]に既存のファイル名が表示されます。別の名前に変更する場合は、新しいファイル名を[ファイル名]に入力します。

ファイル名の拡張子（“apfl”）を除く部分には、フロー定義名として有効な名前を指定します。

4. [OK]をクリックしてファイルを別のフォルダに保存します。

選択したフォルダ内にすでに同名のファイルが存在する場合、[質問]ダイアログボックスが表示されます。

既存のファイルを上書きしてダイアログボックスを閉じる場合は[はい]をクリックし、[ファイルの別名保存]ダイアログボックスに戻

る場合は[いいえ]をクリックします。ファイルを置き換えずにダイアログボックスを閉じて編集画面に戻る場合は[キャンセル]をク

リックします。
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フロー定義ファイルを閉じる

フロー定義ファイルを閉じるには、メニューバーから[ファイル] > [閉じる]を選択するか、またはタイトルバーの[閉じる]アイコンをクリック

します。[Ctrl]+[F4]キーを使用してファイルを閉じることも可能です。

ファイルの変更を保存しないで閉じようとした場合、[リソースの保存]ダイアログボックスが表示されます。

変更を保存してファイルを閉じる場合は[はい]をクリックし、変更を取り消してファイルを閉じる場合は[いいえ]をクリックします。変更を

保存しないでダイアログボックスを閉じて編集画面に戻る場合は[キャンセル]をクリックします。

 
すべてのファイルを閉じる

開いているすべてのフロー定義ファイルを閉じるには、メニューバーから[ファイル] > [すべて閉じる]を選択します。[Ctrl]+[Shift]+[F4]
キーを使用してファイルを閉じることも可能です。

ファイルを保存しないで閉じようとした場合、[リソースの保存]ダイアログボックスが表示されます。

保存するファイルを選択します。すべてのファイルを選択するには[すべて選択]をクリックし、すべてのファイルを選択しない場合は[選
択をすべて解除]をクリックします。

選択したファイルを保存してすべてのファイルを閉じる場合は[OK]をクリックし、ファイルを開いたままダイアログボックスを閉じて編集

画面に戻る場合は[キャンセル]をクリックします。
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Interstage Studioを終了する

フロー定義ファイルを開いたままInterstage Studioを終了する場合、変更を保存していないファイルに対しては[リソースの保存]ダイア

ログボックスが表示され、保存するファイルを選択できます。このダイアログボックスはメニューで[すべて閉じる]を選択した場合と同じも

のです。

終了時に開いているファイルの情報はInterstage Studioによって記憶され、次回起動時に復元されます。

 
フロー定義ファイルの削除

ファイルを削除するには、Interstage Studioに表示されるファイルの一覧からファイルを選択し、[Delete]キーを押すか、またはコンテキ

ストメニューから[削除]を選択します。

7.3 ルーティング定義

ルーティング定義画面は、メッセージのルーティング先の指定、および業務処理実行アプリケーションの呼び出し順序指定などのアプ

リケーション連携フローを設計する機能を提供します。

7.3.1 ルーティング定義画面の概要

フロー定義エディタの[ルーティング定義]タブをクリックすると、ルーティング定義画面が表示されます。

ルーティング定義画面の画面構成を、以下に示します。

(1) ツールバー部：ルーティング定義で使用可能なアイコンが配置されています。

(2) パネル部：ツールバー部で選択されたアイコンを配置する領域です。

以下に、ルーティング定義画面のイメージを示します。
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ルーティング定義画面におけるツールバーの構成とパネル部へ配置した際のイメージ、およびそれぞれの用途は、以下のとおりです。

No. ツールバー

アイコン

パネル部の表

示

アイコン名 用途

(1) なし 開始点 ルーティング定義における開始点を表します。

パネル部に初期状態で配置されるため、ツールバーのアイコ

ンはありません。

詳細は、“7.3.2 開始の設定”を参照してください。

(2) アクティビティ アクティビティ定義として、メッセージの受信時に呼び出す業

務処理実行アプリケーションやファイル資源を定義します。

詳細は、“7.3.3 アクティビティの設定”を参照してください。

(3) 実行ルート メッセージのルーティング先を指定します。

詳細は、“7.3.4 実行ルートの設定”を参照してください。

(4) 同報・条件分岐 メッセージを複数のアクティビティに同報送信する場合、また

は条件指定によりメッセージを振り分ける場合の分岐点となり

ます。

詳細は、“7.3.4 実行ルートの設定”、“7.3.5 条件ルートの設

定”を参照してください。

(5) 条件ルート 同報・条件分岐から遷移するメッセージの内容を条件式で評

価し、結果がtrueとなる場合のルーティング先を定義します。

詳細は、“7.3.5 条件ルートの設定”を参照してください。

ルーティング定義におけるアクティビティや実行ルートなどの詳細情報は、アイコンをダブルクリックした際に表示されるダイアログボッ

クスで設定することができます。ダイアログボックスをもつアイコンは、上記の中で(2)アクティビティ、(3)実行ルート、(5)条件ルートです。
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・ アイコンの付加情報の表示について

アクティビティのアイコン、および条件ルートには、その詳細情報の一部が表示されます。 大8文字まで表示可能です。詳細情報が

9文字以上の場合は、以下のように8文字めが省略表示“…”となります。

・ アイコンの設定が不十分な状態における表示について

ルーティング定義画面の編集中において、アイコンとルートの関連付けの設定が不十分な場合、または詳細情報にエラーがある

場合、該当する箇所に が表示されます。

 
アクティビティとルートの関連付けの変更による影響の通知について

ファイル管理機能を使用している場合、アクティビティ、同報・条件オブジェクト、実行ルート、および条件ルートの削除・移動操作に

よって先行するアクティビティが参照できなくなることがあります。そのような操作が行われた場合、確認ダイアログで操作による影響の

一覧が表示されます

[はい]をクリックすると、操作が実行されます。

[いいえ]をクリックすると、操作は取り消されます。

ファイル管理機能を利用する場合、ループを構成するような実行順序の定義を行うことはできません。詳細は、“ループを構成する関

連付けを行う場合の制限”を参照してください。

ルーティング定義画面上で巡回するルートの関連づけを行った場合、エラーが表示され、ルートの関連付けが解除されます。以下に

エラーの画面イメージを示します。
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7.3.2 開始の設定

開始点は、フローの開始を意味します。開始点のアイコンは、画面の初期状態で1つ表示されており、追加・削除を行うことはできませ

ん。また、開始点には詳細情報を設定するダイアログボックスはありません。開始点のアイコンは、ルーティング定義画面上では以下

のイメージで表示されます。

7.3.3 アクティビティの設定

アクティビティの設定では、メッセージの受信時に呼び出す業務処理実行アプリケーションを定義します。

アクティビティのアイコンは、ルーティング定義画面上では以下のイメージで表示されます。

定義できるアクティビティの 大は256個です。ただし、通過できるアクティビティの 大は100個です。フローを再実行した場合もアク

ティビティは累計されます。100個を超えた場合は、FSP_INTS-BAS_AP1015によりフローの実行はエラーとなります。

 
アクティビティ定義

アクティビティのアイコンをダブルクリックすると、アクティビティ定義のダイアログボックスが表示されます。

[アクティビティ定義]画面では、以下の情報を定義します。

・ 業務処理実行アプリケーションの定義

－ 呼出し定義

－ 資源定義

・ 以下の2つについて情報の定義は不要です。(定義を行うのは、非同期アプリケーション連携実行基盤のフロー定義だけです。)

－ メッセージ格納キューの定義

－ 補償ルートの定義

・ アクティビティ定義では、定義情報が完全でない状態でもダイアログボックスを閉じることが可能です。ただし、定義情報が完全で

ない状態で[OK]をクリックした場合は、定義エラーが存在する状態で編集内容を確定するかどうかを確認するダイアログボックス

が表示されます。このダイアログボックスで[いいえ]をクリックした場合は、エラー箇所にカーソルを位置付けます。

 
業務処理実行アプリケーションの定義

業務処理実行アプリケーションの定義では、メッセージを受信した際に呼び出す業務処理実行アプリケーションについての定義を行

います。

[アクティビティ定義]画面を開き、[業務処理実行アプリケーション]タブをクリックすると、設定画面が表示されます。

以下に、画面イメージと各部品の説明を示します。
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1. [アプリケーションの説明]

業務処理実行アプリケーションを識別するための説明を設定します。設定された値は、アクティビティのアイコンの付加情報とし

て下図のように表示されます。

ファイル管理機能を利用する場合には、アプリケーションの説明に関して以下の制約があります。

－ 同じ[アプリケーションの説明]を設定したアクティビティを1つのフロー定義に2つ以上設定することはできません。

－ 全角文字は利用できません。詳細は、“C.2 フロー定義の制約”を参照してください。

2. [呼出し定義]

メッセージの入出力を行う業務処理実行アプリケーションで受け渡す業務データを定義する[呼出し定義]画面を開きます。

3. [資源定義]

業務処理実行アプリケーションで使用するファイルを定義する[資源定義]画面を開きます。ファイル管理機能を利用する場合に

定義することが可能です。
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アプリケーションの説明の更新による影響の通知について

他のアクティビティの資源定義から参照されているアプリケーションの説明を変更すると、他のアクティビティから参照できなくなります。

そのため、他のアクティビティの資源定義から参照されているアプリケーションの説明を変更する場合、確認ダイアログで影響があるア

クティビティの一覧が表示されます。

[参照しているアクティビティ]には、[アプリケーションの説明]の変更によって影響のあるアクティビティの[アプリケーションの説明]が表

示されます。

[はい]をクリックすると、[参照しているアクティビティ]に表示されたアクティビティの資源定義で変更前のアプリケーションの説明を使用

している箇所を変更後の値に更新し、[アクティビティ定義(Java)]画面を閉じます。

[いいえ]をクリックすると、[参照しているアクティビティ]に表示されたアクティビティの設定は更新せずに、[アクティビティ定義(Java)]画
面を閉じます。

[アプリケーションの説明]の変更後の値にエラーがある場合は、以下の確認ダイアログが表示されます。

[はい]をクリックすると、編集内容を確定して[アクティビティ定義(Java)]画面を閉じます。[参照しているアクティビティ]に表示されたアク

ティビティの設定は更新されません。

[いいえ]をクリックすると、編集内容を確定せずに[アクティビティ定義(Java)]画面に戻ります。

上記の各定義項目に関する規約については、“付録C 定義規約”を参照してください。
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7.3.3.1 呼出し定義

呼出し定義では、メッセージの入出力を行う業務処理実行アプリケーションの業務処理またはメソッドを定義します。入力情報となる業

務データを業務処理またはメソッドの引数に設定し、出力情報を格納する業務データを業務処理またはメソッドの復帰値に設定しま

す。

ファイル管理機能を利用する場合には、資源名とファイルの物理的なパスの対応関係をまとめた情報（java.util.Mapオブジェクト）をメ

ソッドの引数に設定します。

なお、複数のメソッドを定義し、呼び出す順序を指定することも可能です。

[アクティビティ定義]画面の[業務処理実行アプリケーション]タブ内の[呼出し定義]をクリックすると、設定画面が表示されます。

以下に、画面イメージと各部品の説明を示します。

1. [クラス名]

クラスの名前を指定します。[クラス名]には、Javaパッケージの完全な名前を指定してください。Javaパッケージの完全な名前を

指定しない場合は、業務処理実行アプリケーションを正しく実行することができません。

例 ）com.fujitsu.interstage.sample.batch.BusinessApplication

2. [呼出し対象のメソッド]

呼出し対象のメソッドの一覧を表示します。[メソッドの追加・変更]領域内でメソッド情報を入力し、[メソッド追加]をクリックすると、

この一覧へメソッド情報が追加されます。一覧内に追加されたメソッドは、実行時に上から順に呼び出されます。
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3. [上へ]、[下へ]（[呼出し対象のメソッド]用）

[呼出し対象のメソッド]一覧内のメソッドを選択した状態で[上へ]、または[下へ]をクリックすると、メソッドの呼び出し順序を変更

することができます。

4. [変更]

[呼出し対象のメソッド]一覧内のメソッドを選択して[変更]をクリックすると、[メソッドの追加・変更]領域内で追加済みのメソッド情

報を再編集できます。

再編集した内容を確定するには、[変更確定]をクリックします。再編集を取り消すには[変更取消]をクリックします。

5. [削除]

[呼出し対象のメソッド]一覧内のメソッドを選択して[削除]をクリックすると、メソッド情報が削除されます。

6. [メソッド名]

メソッド名を指定します。

7. [資源の一覧を入力]

資源定義に指定した資源名とファイルの物理的なパスの対応関係をまとめた情報（java.util.Mapオブジェクト）をメソッドの引数

に設定する場合にチェックします。

本項目をチェックすると、資源名とファイルの物理的なパスの対応関係をまとめた情報が第一引数に設定され、業務データは第

二引数以降に設定されます。

なお、資源名とファイルの物理的なパスの対応関係をまとめた情報は、“Apfw_Resource”として呼出し対象のメソッドに表示され

ます。

資源定義を行わずに、[資源の一覧を入力]をチェックした場合、業務処理実行アプリケーションの第一引数には、空の情報（内

容が空のjava.util.Mapオブジェクト）を設定して呼び出します。

8. [復帰値を設定する業務データ]

呼び出すメソッドの復帰値を業務データへ反映する場合に指定します。復帰値の反映が不要の場合は、[復帰値を設定する業

務データ]コンボボックスで[復帰値なし(void)]を選択してメソッド追加を実行してください。[呼出し対象のメソッド]一覧には、復帰値が

void型として追加されます。

9. [業務データ]

メソッドの引数として指定するための業務データの一覧を表示します。一覧内の業務データを選択した状態で[->]をクリックする

と、業務データが引数の一覧へ移動されます。

10. [すべての業務データを入出力]

メソッドにおける情報の入出力には、個々の業務データを指定するか、または業務データ全体を指定することができます。[すべ

ての業務データを入出力]をチェックした場合は、すべての業務データをまとめた情報（java.util.Mapオブジェクト）が、入力引数

と復帰値に自動的に設定されます。詳細は、“8.6 業務処理の作成・修正”を参照してください。

11. [->]、[<-]

[->]は、業務データを[業務データ]一覧から[引数]一覧に移動します。[<-]は、業務データを[引数]一覧から[業務データ]一覧

に移動します。業務データはリスト内で複数選択して移動することが可能です。
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12. [引数]

メソッドの引数として、業務データを指定します。引数の一覧に追加された業務データの上から順に、第1引数、第2引数、...とな
ります。引数に指定できる属性は入力情報だけとなるため、メソッドの呼び出し後、引数に指定した値が更新されても、業務デー

タには反映されません。

メッセージ内に引き継がれていない業務データを引数に指定した場合、実行時には初期値が引き渡されます。データ型ごとの

引数に設定される初期値については、“業務データの引継ぎに関する規約”を参照してください。

なお、引数が業務データ全体(java.util.Map)の場合にも、引き継がれていない業務データには、同じ初期値が設定されます。

13. [上へ]、[下へ]（[引数]一覧用）

[引数]一覧内の業務データを選択した状態で[上へ]、または[下へ]をクリックすると、引数の順序を変更することができます。

14. [メソッド追加]

[メソッドの追加・変更]領域内で編集中のメソッド情報を、[呼出し対象のメソッド]一覧へ新たに追加します。

15. [変更確定]

[変更]のクリックにより開始した追加済みメソッド情報の再編集の内容を確定し、[呼出し対象のメソッド]一覧に反映します。

16. [変更取消]

[変更]のクリックにより開始した追加済みメソッド情報の再編集を取り消し、[呼出し対象のメソッド]一覧を再編集前の状態に戻し

ます。

・ 上記の各定義項目に関する規約については、“付録C 定義規約”を参照してください。

・ 呼出し対象のメソッドに資源の一覧を入力するかどうかの設定は、ファイル管理機能を利用する場合のみ使用することができます。

ファイル管理機能を利用するかどうかの設定はプロパティで行います。プロパティについては、“7.5.1 プロパティ画面の概要”を参

照してください。

・ 資源の一覧を入力した呼出し対象のメソッドを設定した状態で、プロパティ画面でファイル管理機能を無効にした場合、呼出し定

義画面の次回表示時に以下の確認ダイアログが表示され、呼出し対象のメソッドの引数から“Apfw_Resource”がすべて削除され

ます。
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・ 業務データ定義画面で業務データ名を変更した際、[呼出し定義]画面でその業務データが使用されている場合、連動して定義

内容を変更するかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。

－ [業務データ名の変更をすべての使用箇所に適用します。]をチェックして[OK]をクリックした場合、[呼出し定義]画面内の該当

する業務データ名が、一括で変更されます。

－ [業務データ名の変更をすべての使用箇所に適用します。]をチェックしないで[OK]をクリックした場合、業務データ名の変更

は確定しますが、[呼出し定義]画面内の該当する業務データ名は変更されません。この場合、業務データ定義画面と[呼出し

定義]画面の業務データ名で差異が生じます。差異が生じた箇所は、[呼出し定義]画面で以下のように表示されます。
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－ [キャンセル]をクリックした場合は、業務データ定義画面における業務データ名の変更を取り消します。[呼出し定義]画面内の

該当する業務データ名も変更されません。

7.3.3.2 資源定義

資源定義では、業務処理実行アプリケーションで使用するファイルの資源を設定します。

[アクティビティ定義]画面の[業務処理実行アプリケーション]タブ内の[資源定義]をクリックすると、設定画面が表示されます。

なお、フロー定義ファイル生成ウィザードで、“ファイル管理機能を使用する”にチェックされていない場合には、ファイル資源の定義を

行うことができません。フロー定義のプロパティ画面で確認することができます。

以下に、画面イメージと各部品の説明を示します。

 
[アクティビティが使用する資源]一覧

アクティビティが使用する資源が一覧表示されます。

 
[追加]ボタン

[追加]ボタンをクリックすると、資源の追加ウィザードが表示されるので、ウィザードから追加する資源を設定します。資源の追加ウィザー

ドについては“7.3.3.2.1 資源の追加ウィザード”を参照してください。

資源は1つのアクティビティに256個まで追加することができます。256個追加された状態で[追加]ボタンをクリックすると、以下のエラー

が表示されます。
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また、資源は1つのフロー定義内で4096個まで指定することができます。4096指定された状態で[追加]ボタンをクリックすると、以下の

エラーが表示されます。

 
[更新]ボタン

[アクティビティが使用する資源]一覧から資源を選択し、[更新]ボタンをクリックすると、資源定義設定ダイアログが表示されるので、資

源定義を更新します。資源定義設定ダイアログについては“7.3.3.2.2 資源定義設定ダイアログ”を参照してください。

 
[削除]ボタン

[アクティビティが使用する資源]一覧から資源を選択し、[削除]ボタンをクリックすると、確認ダイアログが表示されます。

他のアクティビティの資源定義で定義した資源から参照されている場合、以下の確認ダイアログが表示されます。

[参照しているアクティビティ]には、削除対象の資源を参照しているアクティビティのアプリケーションの説明が表示されます。

- 113 -



確認ダイアログから[はい]ボタンをクリックすると選択した資源が削除されます。

 
[詳細]

[アクティビティが使用する資源]一覧から資源を選択すると、選択されている資源の情報が表示されます。

7.3.3.2.1 資源の追加ウィザード

資源を追加する場合は、資源の追加ウィザードより行います。

資源を追加する方法について以下に示します。

 
資源の追加

1. アクティビティ定義ダイアログの資源定義画面から[追加]ボタンをクリックすると、資源の追加ウィザードが表示されます。初期画

面は以下の画面です。

2. [資源の新規作成]ボタンを選択します。
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3. [次へ]ボタンをクリックすると、資源定義情報設定画面が表示されます。

4. [資源名]にアクティビティ内で一意な資源名を設定します。

資源名は、業務処理実行アプリケーションに通知するjava.util.Mapオブジェクトのキー名として設定します。

5. [使用する資源]の種別として以下のいずれかを指定します。なお、アクティビティがフローの先頭の場合、先行するアクティビティ

が存在しないため、[先行するアクティビティの資源]は選択できません。

－ [ファイル]

－ [先行するアクティビティの資源]

[使用する資源]の種別の詳細は、“7.3.3.2.2 資源定義設定ダイアログ”を参照してください。

6. [終了]ボタンをクリックすると、資源定義設定ダイアログが表示されるので、資源定義を行います。資源定義設定ダイアログの詳

細は“7.3.3.2.2 資源定義設定ダイアログ”を参照してください。

 
編集中のフロー定義内の資源を参照して追加

編集中のフロー定義内の資源定義を参照して、資源を追加する方法について、以下に示します。

1. 資源の追加ウィザードの資源の追加画面から[参照作成]ボタンを選択します。
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2. [次へ]ボタンをクリックすると、資源選択[参照]画面が表示されます。

[資源選択[参照]]画面には、以下の条件に一致する資源のみ表示されます。

－ [アプリケーションの説明]に正常な値が指定されているアクティビティ定義、かつ

－ [資源定義]に正常な値が設定されている資源

3. [資源]一覧から参照する資源を選択します。

[詳細]に選択した資源の詳細情報が表示されます。
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4. [次へ]ボタンをクリックすると、 資源定義情報変更画面が表示されます。

5. [資源名]には、参照元の資源定義に指定された資源名が表示されるので、アクティビティ内で一意となる資源名を設定します。

6. [終了]ボタンをクリックすると、資源定義設定ダイアログが表示されるので、資源定義を行います。資源定義設定ダイアログの詳

細は“7.3.3.2.2 資源定義設定ダイアログ”を参照してください。

7.3.3.2.2 資源定義設定ダイアログ

資源定義設定ダイアログでは、資源の種類や作成・使用方法、後処理といった資源全体の情報を設定します。資源定義画面から[更
新]ボタンをクリック、または資源の追加ウィザードから追加方法を指定して[終了]ボタンをクリックすると、資源定義設定ダイアログが表

示されます。

以下に画面イメージと各部品の説明を示します。
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[資源名]の指定

資源を識別する名前です。

資源名は、同一のアクティビティ内で一意の値を設定します。

資源名は、業務処理実行アプリケーションに通知するjava.util.Mapオブジェクトのキー名として設定します。

 
[使用する資源]の指定

使用する資源の種別として以下のいずれかを指定します。

・ ファイル

非一時ファイルまたは一時ファイルを指定します。

・ 先行するアクティビティの資源

先行するアクティビティが使用した資源を指定します。

・ nullデバイスを使用する

nullデバイスを使用する場合にチェックします。
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非一時ファイルと一時ファイルについては“2.3.5.2 ファイルの割当て機能”を参照してください。

ファイルを割り当てる場合

ファイルを割り当てる場合は、[使用する資源]から[ファイル]ボタンを選択します。[ファイル]ボタンを選択すると [ファイル名]配下が

入力できるので、ファイルに必要な情報を設定します。

1. ディレクトリ名を絶対パスで設定します。

アクティビティで使用するファイルが存在するディレクトリ名を実行環境の絶対パス名で指定します。

ディレクトリ名には業務データ定義で定義した業務データ名を含めることができます。業務データ名を含める場合の指定方

法は以下の通りです。

${業務データ名}

例：業務データ名“ディレクトリ通番”をディレクトリ名に含める場合

/data/gyomu_${ディレクトリ通番}

d:\data\gyomu_${ディレクトリ通番}

業務データ名を含める場合、業務データ名に定義した半角英文字の大文字／小文字について、一致するように指定してく

ださい。

1つのディレクトリ名に、複数の業務データ名を含めることが可能です。これにより、より柔軟にディレクトリ名を決定することが

可能です。

2. [ファイル名]に資源として使用するファイル名を設定します

ファイル名には業務データ定義で定義した業務データ名を含めることができます。業務データ名を含める場合の指定方法

は以下の通りです。

${業務データ名}

例：業務データ名“ファイル通番”をファイル名に含める場合

inputfile_${ファイル通番}

- 業務データ名を含める場合、業務データ名に定義した半角英文字の大文字／小文字について、一致するように指定し

てください。

- ファイル名の設定にはパスは含めません。ファイル名にパス区切り文字を使用するとエラーとなります。
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- １つのファイル名に、複数の業務データ名を含めることが可能です。これにより、より柔軟にファイル名を決定することが

可能です。

- ファイル名を決める必要がない場合は、[一時ファイルを使用する]をチェックすると[ファイル名]はグレーアウトされ、ファ

イル名を設定する必要はありません。

3. ファイルの作成方法・使用方法を指定します

“[資源の作成・使用方法]の指定”を参照して、指定してください。

4. ファイルの後処理を指定します

“[資源の後処理]の指定”を参照して、指定してください。

先行するアクティビティの資源を使用する場合

先行するアクティビティが使用した資源を再度使用する場合は、[使用する資源]から[先行するアクティビティの資源]ボタンを選択

します。[先行するアクティビティの資源]ボタンを選択すると [アプリケーションの説明]配下が入力できるので、先行するアクティビ

ティの参照に必要な情報を設定します。

1. [アプリケーションの説明]から先行するアクティビティのアプリケーションの説明を設定します。[アプリケーションの説明]には、

以下の条件に一致したアクティビティの[アプリケーションの説明]が表示されます。

- 同じフロー内の先行するアクティビティ、かつ

- [資源定義]で1件以上の資源が定義されている、かつ

- [アプリケーションの説明]の値にエラーがない

2. [参照する資源名]に先行するアクティビティで定義した資源名を設定します。[参照する資源名]には[アプリケーションの説

明]で指定したアクティビティに定義されている資源のうち、[資源定義]の設定にエラーがない資源の資源名が表示されま

す。

3. ファイルの作成方法・使用方法を指定します

“[資源の作成・使用方法]の指定”を参照して、指定してください。

4. ファイルの後処理を指定します

“[資源の後処理]の指定”を参照して、指定してください。

nullデバイスを使用する場合

nullデバイスを使用する場合は、[nullデバイスを使用する]をチェックします。[使用する資源]の指定項目のうち、[ファイル]ボタン以

外の指定項目はグレーアウトされます。

 
[資源の作成・使用方法]の指定

[資源の作成・使用方法]域で、ファイルの割当て方法を設定します。

・ [新規にファイルを使用する]ボタン

ファイルを新しく作成する場合に選択します。ファイルは排他モードで使用します。

また、[ファイルが存在した場合はそのまま使用する]をチェックした場合は、ファイルの新規作成時にすでにファイルが存在した場

合、既存のファイルをそのまま排他モードで使用します。

・ [既存のファイルを更新する]ボタン

既存ファイルを更新する場合に選択します。ファイルは排他モードで使用します。

・ [既存のファイルを参照する]ボタン

既存ファイルを参照する場合に選択します。本ボタンを選択すると、配下のボタンが操作できます。

－ [ファイルを排他的に使用する]をチェックした場合は、既存ファイルを排他モードで使用します。

－ [ファイルを排他的に使用する]をチェックしない場合は、既存ファイルを共用モードで使用します。[資源の後処理]域の[削除]
は選択できません。選択するとエラーとなります
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排他モードおよび共用モードについては、“2.3.5.1 ファイルの排他機能”を参照してください。

 
[資源の後処理]の指定

[資源の後処理]域で、アクティビティが使用した資源の後処理を設定します。

・ [削除]ボタンを選択した場合は、アクティビティの終了時にファイルを削除します。

・ [保持]ボタンを選択した場合は、アクティビティの終了時にファイルを削除せず、保持します。

・ [後続するアクティビティへ渡す]ボタンを選択した場合、資源の後処理は[保持]ボタンを選択したものと扱い、引継ぎ対象となる後

続のアクティビティの[資源の後処理]の選択に依存します。なお、引継ぎ対象となる後続のアクティビティが存在しない場合、フロー

の終了時の扱いは以下のとおりです。

- [後続のアクティビティへ渡す]ボタンを選択したアクティビティでファイルを新規に作成した場合は、フロー終了時にファイルを削

除します。

・ [後続のアクティビティへ渡す]ボタンを選択したアクティビティで既存のファイルを利用した場合は、フロー終了後もファイルを保持

します。

 
[コメント]の入力

[コメント]に、資源定義についてのコメントを入力します。[コメント]の入力は省略できます。

 
資源名の更新による影響の通知について

他のアクティビティの資源定義から参照されている資源名を変更すると、他のアクティビティから参照できなくなります。そのため、他の

アクティビティの資源定義から参照されている資源名を変更する場合、以下の確認ダイアログで、影響があるアクティビティの一覧が表

示されます。

[参照しているアクティビティ]には、資源名の変更によって影響のあるアクティビティの[アプリケーションの説明]が表示されます。

[はい]をクリックすると、[参照しているアクティビティ]に表示されたアクティビティの資源定義で変更前の資源名を使用している箇所を

変更後の値に更新し、[資源定義設定]画面を閉じます。

[いいえ]をクリックすると、[参照しているアクティビティ]に表示されたアクティビティの設定は更新せずに、[資源定義設定]画面を閉じ

ます。

[資源定義設定]画面で更新した情報は、[アクティビティ定義(Java)]画面で[OK]をクリックした契機で確定されます。[アクティビティ定義

(Java)]画面で[キャンセル]をクリックすると、[資源定義設定]画面で更新した情報はすべて取り消されます。
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7.3.4 実行ルートの設定

実行ルートの設定では、バッチ実行基盤(Java)におけるメッセージのルーティング先を定義します。実行ルートは、ルーティング定義画

面上では以下のイメージで表示されます。

実行ルートをダブルクリックすると、実行ルート定義のダイアログボックスが表示されます。[実行ルート定義]画面では、以下の詳細情

報を定義します。

・ 通常ルート

・ 補償ルート

補償ルートの定義は、非同期アプリケーション連携実行基盤のフロー定義でのみ定義します。

 
通常ルートの設定

通常ルートの設定では、メッセージに含める業務データ、およびそのメッセージの優先度を定義します。

[実行ルート定義]画面を開き、[通常ルート]タブをクリックすると、設定画面が表示されます。

以下に、画面イメージと各部品の説明を示します。

1. [メッセージに含める業務データ]

実行ルート上のメッセージに含める業務データを指定します。
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2. [->]

業務データを、[メッセージから削除する業務データ]の一覧に移動します。業務データは、一覧内で複数選択して移動すること

が可能です。

3. [<-]

業務データを、[メッセージに含める業務データ]の一覧に移動します。業務データは、一覧内で複数選択して移動することが可

能です。

4. [メッセージから削除する業務データ]

実行ルート上のメッセージから削除する業務データを指定します。

[実行ルート定義]画面の初期状態では、すべての業務データが[メッセージに含める業務データ]の一覧に設定されます。ただ

し、フロー定義名を意味する業務データについては、必ずメッセージに含まれることになっており、削除する対象に指定する必

要がないため、この一覧には表示されません。フロー定義名を意味する業務データについては、“7.4.1 業務データ定義画面の

概要”を参照してください。

－ メッセージ優先度設定は、非同期アプリケーション連携実行基盤のフロー定義でのみ使用します。

－ 業務データ定義画面で業務データ名を変更した際に、[実行ルート定義]画面（[条件ルート定義]画面についても以下同様）

でその業務データが使用されている場合、連動して定義内容を変更するかどうかを確認するダイアログボックスが表示され

ます。

- [業務データ名の変更をすべての使用箇所に適用します。]をチェックして[OK]をクリックした場合、[実行ルート定義]画
面内の該当する業務データが、一括で変更されます。

- [業務データ名の変更をすべての使用箇所に適用します。]をチェックしないで[OK]をクリックした場合、業務データ名の

変更は確定しますが、[実行ルート定義]画面内の該当する業務データ名は変更されません。この場合、業務データ定

義画面と[実行ルート定義]画面の業務データで差異が生じます。

- [キャンセル]をクリックした場合は、業務データ定義画面における業務データ名の変更を取り消します。[実行ルート定

義]画面内の該当する業務データ名も変更されません。
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7.3.5 条件ルートの設定

条件ルートの設定では、業務データの値を条件式で判定した結果を元に、メッセージの送信先を振り分けるための定義を行います。

条件ルートは、ルーティング定義画面上では以下のイメージで表示されます。

条件ルートは、始点を同報・条件分岐に関連付ける必要があります。同報・条件分岐は、ルーティング定義画面上では以下のイメージ

で表示されます。

同報・条件分岐は、ルートの分岐点を表すアイコンです。ただし、ルートを振り分けるための条件はそれぞれの条件ルートの詳細情報

で設定するため、詳細情報を設定するためのダイアログボックスはありません。

同報・条件分岐には、複数の条件ルートを設定することも可能です。同報・条件分岐により設定された条件ルートは、ルーティング定

義画面上で以下のように表示されます。

同報・条件分岐に複数の条件ルートを設定する場合、1つの同報・条件分岐から出るルートにおいて、条件がtrueとなるルートが複数

存在しないように設定してください。実行時にルートが複数存在する条件となった場合、フローが異常終了します。

条件ルートをダブルクリックすると、条件ルート定義のダイアログボックスが表示されます。[条件ルート定義]画面では、以下の詳細情

報を定義します。

・ 通常ルート

・ 補償ルート

補償ルートの定義は、非同期アプリケーション連携実行基盤のフロー定義でのみ定義します。

 
通常ルートの設定

通常ルートの設定では、メッセージに含める業務データ、およびそのメッセージの優先度と分岐条件を定義します。

[条件ルート定義]画面を開き、[通常ルート]タブをクリックすると、設定画面が表示されます。

以下に、画面イメージと各部品の説明を示します。
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1. [メッセージに含める業務データ]

条件ルート上のメッセージに含める業務データを指定します。

2. [->]

業務データを、[メッセージから削除する業務データ]の一覧に移動します。業務データは、一覧内で複数選択して移動すること

が可能です。

3. [<-]

業務データを、[メッセージに含める業務データ]の一覧に移動します。業務データは、一覧内で複数選択して移動することが可

能です。

4. [メッセージから削除する業務データ]

条件ルート上のメッセージから削除する業務データを指定します。業務データ定義画面でコリレーションIDとして設定された業

務データは、メッセージから削除することはできません。

5. [メッセージ分岐条件設定]

[メッセージ分岐条件設定]画面を表示して、業務データの値の条件によりメッセージのルーティング先を振り分ける設定を行い

ます。[メッセージ分岐条件設定]画面については、“メッセージ分岐条件の設定”を参照してください。

[条件ルート定義]画面の初期状態では、すべての業務データが[メッセージに含める業務データ]の一覧に設定されます。ただ

し、フロー定義名を意味する業務データについては、必ずメッセージに含まれることになっており、削除する対象に指定する必

要がないため、この一覧には表示されません。フロー定義名を意味する業務データについては、“7.4.1 業務データ定義画面の

概要”を参照してください。
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メッセージ優先度設定は、非同期アプリケーション連携実行基盤のフロー定義でのみ使用します。

 
メッセージ分岐条件の設定

メッセージ分岐条件の設定では、メッセージの経路の振り分けを定義します。経路の振り分けを設定するには、メッセージに含まれる

業務データの値に対する条件式を定義します。メッセージは、メッセージ分岐条件の条件式がtrueとなった場合だけルートを通過する

ことができます。

[条件ルート定義]画面の[メッセージ分岐条件設定]をクリックすると、以下のようなメッセージ分岐条件設定のダイアログボックスが表示

されます。

1. [条件不成立時に実行]

[条件不成立時に実行]をチェックした場合、その条件ルートは、1つの同報・条件分岐から出力している複数の条件ルートにお

いて、それらすべての条件が不成立であった場合に通過するルートとして扱われます。条件不成立時に実行するルートは、複

数設定することも可能です。また、[条件不成立時に実行]をチェックした場合は、以下の2～6の条件式を入力することはできま

せん。

同報・条件分岐から実行すべき条件ルートがない場合に、条件不成立と判断します。1つの同報・条件分岐から出力している

ルートがすべて条件不成立時の条件ルートである場合（通常の条件ルートが設定されていない場合）は、つねに条件不成立と

なり、条件不成立時の条件ルートが実行されます。

2. [比較元データ名]

条件式の比較元となる業務データを指定します。

3. [要素番号]

該当するデータが配列型である場合に指定します。比較元データ、または比較対象値に指定されたデータが配列型の場合は、

必ず指定してください。
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4. [比較条件]

比較元データ名と比較対象値の比較条件として演算子を指定します。比較条件の詳細は、“条件式における比較条件につい

て”を参照してください。

5. [比較対象値]

条件式の比較対象となるデータを指定します。

6. 複数の条件式を指定するための論理演算

条件式は、 大5個まで指定することが可能です。それらの式の関係を、ANDまたはORの論理演算で指定します。条件式は、

上に定義された方が優先して評価されます。

上記の各定義項目に関する規約については、“付録C 定義規約”を参照してください。

 
条件式における比較条件について

比較元データと比較対象値を比較する際の条件について、以下に示します。

・ 数値型の比較元データが指定された場合の比較対象値の条件

比較元データの型が数値型（Byte、Short、Integer、Long、Float、Double）の場合は、比較対象値に数値型のデータを指定する必

要があります。

数値として指定できる範囲は、Long型（8バイト整数）、またはDouble型（8バイト浮動小数点数）で表現可能な値です。数値は、10
進数で指定してください。数値に小数点がない場合（57、-957など）は、Longの範囲の数値として扱われます。数値に小数点また

は指数がある場合（7.、.8、-95.7、3e1、1.0E-3など）は、Doubleの範囲の数値として扱われます。

・ 文字列型の比較元データが指定された場合の比較対象値の条件

比較元データが文字列型（String）の場合は、比較対象値に文字列型のデータを指定する必要があります。

－ 比較対象値として文字列を指定するには、単一引用符で文字列を囲む必要があります。

例 ）'ABCDEF'、'123-456'、'a'、'ABC伝票'

－ 空文字列は単一引用符だけ（''）で指定します。

－ 単一引用符で囲まれた文字列中に単一引用符を指定する場合は、単一引用符を2つ記述してください。

例 ）abc'def'ghを指定する場合、'abc''def''gh'と記述する。

実行時の文字列比較では、比較元データと比較対象値の文字コードが異なり、かつ値の中に正しく変換ができない文字が含まれ

ていた場合、文字列が一致していても評価結果がfalseになる場合があります。正しく変換ができない文字については、“付録C 定
義規約”を参照してください。

・ 比較対象値に業務データ名を指定する場合の条件

比較対象値として業務データ名を指定する場合は、単一引用符で囲まずに業務データ名だけを指定してください。

比較元データ名と比較対象値の両方に業務データ名が指定された場合、以下に示す一覧で“○”となっている型どうしの比較が

可能です。“○”となっていない型どうしの比較が行われた場合は、定義エラーになります。

  Boolean Byte Short Integer Long Float Double String

Boolean ○ － － － － － － －

Byte － ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

Short － ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

Integer － ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

Long － ○ ○ ○ ○ ○ ○ －
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Float － ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

Double － ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

String － － － － － － － ○

－ 上記一覧の各データ型には、配列型も含みます。たとえば、String配列型はString型と同様であり、その他のデータ型につい

ても同様です。

－ ユーザー定義型情報、およびバイナリの業務データは指定できません。ユーザー定義型情報、またはバイナリの業務データ

を条件式に指定した場合は、定義エラーになります。

－ 比較元データまたは比較対象値に指定する業務データにおいて、実行時に格納される数値に非数（NaN）、正の無限大値、

または負の無限大値が設定された場合は、評価結果がつねにfalseになります。

－ 比較元データまたは比較対象値に指定する業務データにおいて配列型の値を比較する際、アプリケーション実行時に存在し

ない要素番号が指定された場合（たとえば、フロー定義では配列要素100番めの値を指定しているにもかかわらず、アプリケー

ション実行時には配列数が5個しか存在しない）、評価結果はつねにfalseになります。

・ Boolean型の比較元データ名が指定された場合の比較対象値の条件

比較元データがBoolean型の場合は、比較対象値にBoolean型の値（trueまたはfalse）を指定する必要があります。Boolean型の値

以外が指定された場合、定義エラーになります。

・ 比較条件で使用可能な演算子

条件式内で指定可能な比較条件の演算子は、比較元データの型により異なります。以下に示す一覧で“○”となっている箇所が、

比較元データで指定された型に対する演算子として使用できます。使用できない演算子で比較が行われた場合、定義エラーにな

ります。

  = > >= < <= <>

Boolean ○ － － － － ○

Byte ○ ○ ○ ○ ○ ○

Short ○ ○ ○ ○ ○ ○

Integer ○ ○ ○ ○ ○ ○

Long ○ ○ ○ ○ ○ ○

Float ○ ○ ○ ○ ○ ○

Double ○ ○ ○ ○ ○ ○

String ○ － － － － ○

7.4 業務データ定義

業務データ定義では、各業務処理実行アプリケーションで受け渡す業務データの構造を定義します。機能の概要については、“2.2.1
フロー定義”を参照してください。

7.4.1 業務データ定義画面の概要

フロー定義エディタの[業務データ定義]タブをクリックすると、業務データ定義画面が表示されます。

以下に、画面イメージと各部品の説明を示します。
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業務データ定義画面は、業務データ一覧、[追加]、[更新]、[削除]ボタンで構成されます。

1. [業務データ]一覧

業務データの一覧を表示します。

1行めの業務データ名は、フロー定義名を意味する“FlowDefName”であり、編集できません。

業務データ一覧のタイトル部をクリックすると、クリックした列を基準に一覧がソートされます。また、選択中の業務データをダブル

クリックすると、業務データを編集するための[業務データの設定]画面が表示されます。

2. [追加]

[業務データ]一覧に業務データを追加します。[業務データの設定]画面が表示されます。[業務データの設定]画面について

は、“業務データの追加・更新”を参照してください。

業務データは256個まで定義できます。すでに256個の業務データが定義されている場合、ボタンは無効になります。

3. [更新]

[業務データ]一覧で選択中の業務データを、編集します。[業務データの設定]画面が表示されます。[業務データの設定]画面

については、“業務データの追加・更新”を参照してください。業務データ名が“FlowDefName”である業務データの編集では、

業務データ名、型は、すべて変更できません。

業務データを選択していない場合、ボタンは無効になります。

4. [削除]

[業務データ]一覧で選択中の業務データを削除します。業務データ名が“FlowDefName”である業務データは削除できませ

ん。

業務データを選択していない場合、ボタンは無効になります。

 
業務データの追加・更新

業務データの追加、または更新は[業務データの設定]画面で行います。

[業務データの設定]画面では、以下の項目を設定します。

・ 業務データ名

・ 型

・ 用途

・ トラッキング画面出力

業務データの用途、およびトラッキング画面出力は、非同期アプリケーション実行基盤のフロー定義でのみ使用します

以下に画面イメージを示します。
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1. [業務データ名]

持ちまわるメッセージに格納される業務データの名前を指定します。1行めの業務データ名は、フロー定義名を意味す

る“FlowDefName”となっており、変更することはできません。また、1つのフロー定義内で、業務データ名を重複して指定するこ

とはできません。

2. [型]

業務データの型を指定します。以下の項目から選択します。

－ String

－ String配列

－ Byte

－ Byte配列

－ Short

－ Short配列

－ Integer

－ Integer配列

－ Long

－ Long配列

－ Float

－ Float配列

－ Double

－ Double配列

－ Boolean

－ Boolean配列

－ ユーザー定義型情報

－ バイナリ

－ ユーザー定義型情報に指定するクラスは、直列化可能(シリアライズ可能)なクラスとして作成してください。また、他のクラス

を含む場合や、継承関係のクラスがある場合、すべてのクラスが直列化可能なクラスとして作成してください。業務処理開始

アプリケーションで直列化できないユーザー定義型情報が指定された場合は、フロー実行時にエラーとなります。また、業務

処理実行アプリケーションから直列化できないユーザー定義型情報が返却された場合は、フローが異常終了します。
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－ 業務データの型として配列を指定した場合は、1次元配列として扱われます。業務処理開始アプリケーションで1次元配列以

外のデータが指定された場合は、フロー実行時にエラーとなります。また業務処理実行アプリケーションから1次元配列以外

のデータが返却された場合は、フローが異常終了します。

－ 資源定義に指定するファイル名に、業務データ名を指定して、フロー実行時にファイル名を置換える場合は、以下の業務

データ型のみ利用可能です。

- String

- Short

- Integer

- Long

 
業務データの更新による影響の通知について

[業務データの設定]画面で以下に示す業務データの情報を変更すると、ルーティング定義および資源定義に影響する場合がありま

す。

・ 業務データ名の変更

・ 型の変更

業務データ名の変更

ルーティング定義の各所で使用している業務データ名に影響がある場合、すべてに変更を適用するかどうかを問い合わせる確認

ダイアログボックスが表示されます。

[業務データ名の変更をすべての使用個所に適用します。]をチェックして[OK]ボタンをクリックすると、ルーティング定義で使用し

ている箇所をすべて更新します。

チェックを外して[OK]ボタンをクリックすると、業務データ定義だけを更新します。

[キャンセル]ボタンをクリックすると、[業務データの設定]画面に戻ります。

型の変更

ルーティング定義のメッセージ分岐条件設定、資源定義に影響がある場合、以下の確認ダイアログボックスが表示されます。
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型の変更による影響については、ユーザーに通知されるだけです。

[OK]ボタンをクリックすると、業務データを更新します。

[キャンセル]ボタンをクリックすると、[業務データの設定]画面に戻ります。

これらの変更通知は、複数の通知を組み合わせて表示されることもあります。

上記の各定義項目に関する規約については、“付録C 定義規約”を参照してください。

7.5 プロパティ

フロー定義に関するプロパティ情報を設定します。プロパティ画面では、[フロー定義ファイル生成]ウィザードで設定された情報を編集

します。[フロー定義ファイル生成]ウィザードの詳細は、“第7章 フロー定義の作成”を参照してください。
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7.5.1 プロパティ画面の概要

フロー定義エディタの[プロパティ]タブをクリックすると、プロパティ画面が表示されます。

以下に、画面イメージと各部品の説明を示します。

1. [フロー定義名]

フロー定義の名前を指定します。

2. [フローの前処理/後処理の設定]

フローの前、後に実行されるフロー前処理、またはフロー後処理を使用する場合に、フロー前処理のアプリケーション、またはフ

ロー後処理のアプリケーションとして使用するクラス名を定義します。

フロー前処理、およびフロー後処理については、“2.3.2 アプリケーションの実行制御”を参照してください。

3. [フロー前処理のアプリケーションを使用する]、[クラス名]

[フロー前処理のアプリケーションを使用する]をチェックすると、バッチ実行基盤(Java)のフロー定義においてフロー前処理のア

プリケーションとしてを使用されるアプリケーションの[クラス名]を定義することができます。[クラス名]は、Javaパッケージの完全な

名前を指定してください。Javaパッケージの完全な名前を指定しない場合は、アプリケーションを正しく実行することができませ

ん。

例 ）com.fujitsu.interstage.btfw.sample.batch.BusinessPreprocessor

4. [フロー後処理のアプリケーションを使用する]、[クラス名]

[フロー後処理のアプリケーションを使用する]をチェックすると、バッチ実行基盤(Java)のフロー定義においてフロー後処理のア

プリケーションとしてを使用されるアプリケーションの[クラス名]を定義することができます。 [クラス名]は、Javaパッケージの完全

な名前を指定してください。Javaパッケージの完全な名前を指定しない場合は、アプリケーションを正しく実行することができませ

ん。

例 ）com.fujitsu.interstage.btfw.sample.batch.BusinessPostprocessor
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5. [ファイル管理機能を使用する]

フローでファイル管理機能を使用する場合に指定します。本項目をチェックすることで、アクティビティで使用する資源の定義が

可能になります。アクティビティで使用する資源の定義については、“7.3.3 アクティビティの設定”を参照してください。

フロー定義はファイル管理機能の使用有無によって定義の規約が異なります。

本項目のチェックを切り替えると以下の警告メッセージが表示されます。

[はい]をクリックするとファイル管理機能の使用有無が変更されます。[いいえ]をクリックすると変更はキャンセルされます。ファイ

ル管理機能の使用有無による規約の差異については、“付録C 定義規約”を参照してください。

6. [資源の獲得に失敗した場合の動作]

ファイル管理機能を使用する場合に指定可能です。

フロー実行時にフローが使用する資源を獲得するときに、獲得に失敗した場合の動作を指定します。

－ [フローの実行を待合せ]ボタンを選択した場合は、資源の獲得に成功するまで待ち合わせします。

－ [異常終了]ボタンを選択した場合は、資源の獲得に失敗するとフローは異常終了します。

7. [コメント]

任意のコメントを入力します。

上記の各定義項目に関する規約については、“付録C 定義規約”を参照してください。

省略時に使用するキュー(Destination)は非同期アプリケーション連携実行基盤のフロー定義でのみ使用します。

7.6 呼出し対象のメソッド定義の確認

[メソッド定義チェック]ダイアログボックスを利用して、フロー定義ファイルのJavaのアクティビティ定義で定義されている呼出し対象のメ

ソッドが、Javaクラス（Javaの業務処理実行アプリケーション）に漏れなく反映されているかを確認することができます。

呼出し対象のメソッドとは、Javaのアクティビティ定義内にある[呼出し定義]で定義されているメソッドのことです。メッセージを受信した

際に呼び出すJavaの業務処理実行アプリケーションのメソッドに対応しています。

詳細は、“7.3.3 アクティビティの設定”の“7.3.3.1 呼出し定義”を参照してください。

Javaの業務処理実行アプリケーションについては、“第8章 業務処理実行アプリケーションの作成”を参照してください。

チェックの内容を以下に示します。

・ Javaクラスが正しく定義されているか、およびそのクラスにメソッドが正しく定義されているか。
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アプリケーション連携フロープロジェクトに格納されている複数のフロー定義ファイルの内容を一括してチェックすることができます。

チェック対象のJavaクラスは、アプリケーション連携フロープロジェクトのJavaのビルドパスとして設定されている範囲になります。ビルド

パスはプロジェクトのプロパティで参照することが可能です。アプリケーション連携フロープロジェクトを選択し、プロジェクトのコンテキス

トメニューから[プロパティ]を選択します。[プロパティ]ダイアログボックスの左のペインで[Javaのビルドパス]を選択してください。

Javaのビルドパス チェック対象のJavaソース

ソース アプリケーション連携フロープロジェクト内のJavaソースファイル

プロジェクト 他アプリケーション連携フロープロジェクトで定義されているJavaソース

ファイルを参照します。

ライブラリ JARファイル内のJavaクラスもチェック対象にすることができます。

・ Interstage Studio内の他アプリケーション連携フロープロジェクトで定義されているJavaソースファイルをチェックの対象にする場合

は、[プロジェクト]タブにある[ビルドパス上に必要なプロジェクト]から対象のプロジェクトを選択してください。

・ JARファイル内のJavaクラスをチェックの対象にする場合は、[ライブラリ]タブにある[ビルドパス上のJARおよびクラスフォルダ]に、[JAR
の追加]から対象のJARファイルを指定して追加してください。

同名のJavaクラスが複数存在した場合は、[順序およびエクスポート]タブで指定された順序で 初に検出されたJavaクラスが対象にな

ります。[Javaのビルドパス]の詳細は、Interstage Studioのヘルプ一覧から“Java開発ユーザガイド”の“概念”の“Javaビルダ”を参照して

ください。

チェック対象のJavaクラスに呼出し対象のメソッドが見つからなかった場合、その基底クラスもチェックします。

 
メソッドの定義チェック

フロー定義ファイルに定義されている呼出し対象のメソッドをチェックする手順を以下に示します。

- 135 -



1. メニューバーの[フロー定義] > [メソッド定義チェック(Java)]を選択します。またはプロジェクトのコンテキストメニューの[メソッド定

義チェック(Java)]を選択します。[呼出し対象のメソッド定義チェック(Java)]ダイアログボックスが表示されます。

2. チェックするフロー定義ファイルを選択します。

[フロー定義ファイル]からチェックするフロー定義ファイルを選択します。

メニューバーの[フロー定義] > [メソッド定義チェック(Java)]を選択した場合は、アクティブなエディタで編集中のフロー定義ファ

イルがチェックされています。

プロジェクトのコンテキストメニューの[メソッド定義チェック(Java)]を選択した場合は、すべてのフロー定義ファイルがチェックされ

ています。

[すべて選択]をクリックすると、[フロー定義ファイル]に表示されているすべてのフロー定義ファイルをチェックします。

[すべて解除]をクリックすると、[フロー定義ファイル]に表示されているすべてのフロー定義ファイルのチェックを外します。

3. [開始]をクリックします。呼出し対象のメソッドの存在チェック処理を実行します。

チェック処理中は、以下のような進行状況を表示するダイアログボックスが表示されています。
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[キャンセル]をクリックするとチェック中のフロー定義ファイルのチェック処理を終了した後、処理を中断します。

キャンセルまでに検出したエラーはチェック結果表示画面上に表示されます。チェック処理でエラーが検出されなかった場合

は、エラーが検出されなかったことを通知するメッセージを表示します。

4. メソッドチェック処理が終了し、エラーを検出した場合は、[呼出し対象のメソッド定義チェック結果(Java)]ダイアログボックスが表

示されます。

検出したエラーを一覧表示します。[定義エラー]一覧に以下の情報を表示します。

－ [フロー定義ファイル名]
チェックしたフロー定義ファイル名を表示します。

－ [アクティビティ]
フロー定義ファイルに定義されたアクティビティを表示します。

－ [クラス名]
[呼出し定義]で定義されているクラスを表示します。

パッケージ名を含むクラス名を表示します。

－ [メソッド名]
[呼出し定義]で定義されている呼出し対象のメソッドを表示します。

引数、復帰値を含むメソッド名を表示します。

－ [結果]
エラーの詳細を表示します。

一覧内で行を選択し、右クリックしてコンテキストメニューから[コピー]を選択すると、選択した行の内容をコピーすることがで

きます。

フロー定義ファイルの読み込みでエラーがある場合は、[アクティビティ]、[クラス名]および[メソッド名]は空白になります。

定義チェックでクラスに誤りがある場合は、[メソッド名]は空白になります。

[結果]に表示されているエラーの詳細について、種類を以下に示します。
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結果 対処

フロー定義ファイルの読み込みに失

敗しました。

フロー定義ファイルの読み込み時に問題を検出しています。

ファイルの存在、アクセス権を確認してください。

ファイルに問題ない場合は、フロー定義が壊れているため使

用できません。
フロー定義ファイルの構文解析でエ

ラーが発生しました。

フロー定義が正しくありません。 フロー定義ファイルに定義エラーを検出しています。

フロー定義エディタで編集し、エラーを取り除いてください。

クラスが定義されていません。 [呼出し定義]に定義されているクラスが見つかりませんでし

た。

該当クラスを作成してください。

他プロジェクトやJARファイルに定義済みの場合は、ビルドパ

スに参照先を指定するとエラーの検出はなくなります。

クラスがpublicで宣言されていませ

ん。

[呼出し定義]に定義されているクラスが、publicではないクラス

として作成されている可能性があります。

該当クラスのアクセス修飾子がpublicかどうか確認してくださ

い。

クラスではなくインタフェースです。 [呼出し定義]に定義されているクラスが、インタフェースとして

作成されている可能性があります。

実装のあるクラスに定義し直してください。

クラスがabstractで宣言されています。 [呼出し定義]に定義されているクラスが、abstractクラスとして作

成されている可能性があります。

実装のあるクラスに定義し直してください。

メソッドが定義されていません。 [呼出し定義]に定義されているメソッドが、チェック対象のJava
クラス内に見つかりませんでした。

基底クラスで、public以外で定義されていた場合、基底クラス

で、abstractで定義されていた場合も、このエラーとなります。

該当メソッドを定義してください。

メソッドがpublicで宣言されていませ

ん。

[呼出し定義]に定義されているメソッドが、チェック対象のJava
クラス内にpublicではないメソッドとして作成されている可能性

があります。

該当メソッドのアクセス修飾子がpublicかどうか確認してくださ

い。

メソッドがabstractで宣言されていま

す。

[呼出し定義]に定義されているメソッドが、チェック対象のJava
クラス内にabstractメソッドとして作成されている可能性がありま

す。

該当メソッドを実装してください。

メソッドがnativeで宣言されています。 [呼出し定義]に定義されているメソッドが、チェック対象のJava
クラス内にnativeメソッドとして作成されている可能性がありま

す。

チェック対象のJavaクラスを確認し、実装のあるメソッドに定義

し直してください。

メソッドの復帰値が異なります。 [呼出し定義]に定義されているメソッドは、チェック対象のJava
クラス内にすでに作成されていますが、復帰値が異なっている

可能性があります。

Javaクラスに、同じシグネチャ（メソッド名、引数の数、引数の型

の組み合わせ）で復帰値が異なるメソッドは定義できません。

[呼出し定義]、またはチェック対象のJavaクラスのメソッド定義

に誤りがある可能性があります。メソッドの復帰値とシグネチャ

を確認してください。

Javaのアクティビティ定義が存在しな

いフロー定義です。

Javaのアクティビティ定義が存在しないフロー定義を選択して、

メソッド定義チェックを行っています。Javaのアクティビティ定義

が存在するフロー定義を選択してチェックを行ってください。
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また、メソッド定義チェックの対象外となるアクティビティ定義を含むフロー定義ファイルを選択していた場合、以下の情報が[結
果]に表示されます。

結果 詳細

Javaのアクティビティ定義が存在しな

いフロー定義です。

Javaのアクティビティ定義が存在しないフロー定義ファイルを

選択した場合に表示されます。

Javaのアクティビティ定義がフロー定義ファイル内に存在しな

いため、メソッド定義チェックの対象外であることを示します。

5. [閉じる]をクリックすると、[チェック結果]ダイアログボックスを閉じます。

6. メソッドチェック処理でエラーが検出されなかった場合は、[チェック結果]ダイアログボックスは表示されず、以下のメッセージダ

イアログボックスが表示されます。

チェック対象のJavaクラスにエラーがある場合、正常なチェック結果が得られない場合があります。ビルドエラーを取り除いてから

チェックを実施してください。JavaソースをJavaエディタで編集する詳細は、Interstage Studioのヘルプ一覧から“Java開発ユーザ

ガイド”の“概念”の“Javaエディタ”を参照してください。以下に例を示します。

－ public Map method11(Map arg0)というメソッドが定義されているJavaソースに、import java.util.Mapが宣言されていない場

合、java.util.Mapを認識することができず、「メソッドが定義されていません。」というエラーが表示されます。

この場合、java.util.Mapをインポートし、Javaソースからエラーを取り除いてから、再度チェックを実行してください。
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第8章 業務処理実行アプリケーションの作成

8.1 業務処理実行アプリケーションの開発の概要

業務処理実行アプリケーション開発の概要について説明します。

Javaで作成した業務処理実行アプリケーションは、バッチ実行基盤(Java)の実行環境と組み合わされて動作します。業務処理実行ア

プリケーションはバッチ実行環境のリソースユニット上に配備して運用します。

業務処理実行アプリケーションを開発する場合、Interstage Studio上でアプリケーション連携フロープロジェクト（Interstage Studioの
Enterprise JavaBeansプロジェクトと同様のプロジェクト構成をもつ、Javaの業務処理実行アプリケーション開発用のプロジェクト）を作成

し、プロジェクト内に業務処理実行アプリケーション（Javaソースファイル）を作成します。

8.2 業務処理実行アプリケーションの作成手順

Interstage Studioで業務処理実行アプリケーションを開発する手順を以下に示します。

1. Interstage Studioでアプリケーション連携フロープロジェクトを作成します。

2. [業務処理実行アプリケーション(Java)生成]ウィザードを利用して、業務処理実行アプリケーションの雛形を生成します。

3. 生成した業務処理実行アプリケーションの雛形に、業務の処理を記述します。

4. 業務処理実行アプリケーションをビルドします。

5. 業務処理実行アプリケーションを配備するリソースユニットに、業務処理実行アプリケーションで必要な環境設定を行います。

6. ビルドした業務処理実行アプリケーションを配備します。

8.3 アプリケーション連携フロープロジェクトの作成

業務処理実行アプリケーションの作成は、アプリケーション連携フロープロジェクト配下に作成します。アプリケーション連携フロープロ

ジェクトは、フロー定義の生成で使用したアプリケーション連携フロープロジェクトを使用するか、または新規に作成してください。

アプリケーション連携フロープロジェクトの作成方法については、“第6章 アプリケーション連携フロープロジェクトの作成”を参照してく

ださい。

Java VMのバージョンの違いによる非互換等の問題を防ぐため、業務処理実行アプリケーションを作成するプロジェクトのJREのバー

ジョンは、実行環境と同じバージョンを設定してください。

8.4 実行基盤連携用ライブラリの設定

実行基盤連携用ライブラリは、業務処理実行アプリケーションをビルドするときのJavaビルドパスとして利用されるものです。業務処理

実行アプリケーションの開発でフロー前処理インタフェース、フロー後処理インタフェースを利用することができます。

実行基盤連携用ライブラリは、[JDK準拠レベル]を設定することで、業務処理実行アプリケーションを実行するJREの環境に合わせた

ライブラリのクラスパスが設定されます。

アプリケーション連携フロープロジェクトを新規作成すると、プロジェクトのJREのバージョンにあわせた実行基盤連携用ライブラリのクラ

スパスエントリが自動で追加されます。

アプリケーション連携フロープロジェクトに実行基盤連携用ライブラリのクラスエントリが追加されていない場合、またはプロジェクトのJRE
のバージョンと実行基盤連携用ライブラリのJDK準拠レベルが一致していない場合、業務処理実行アプリケーションを生成することは

できません。この場合、以下のいずれかを実施して、実行基盤連携用ライブラリの設定を修正してください。

・ 実行基盤連携用ライブラリのクラスパスエントリの追加

・ 実行基盤連携用ライブラリのJDK準拠レベルの変更

- 140 -



実行基盤連携用ライブラリのJDK準拠レベルによって、生成される業務処理実行アプリケーションのJavaソースの形式に差異がありま

す。差異の詳細については、“8.12 実行基盤連携用ライブラリのJDK準拠レベルによるJavaソースの差異”を参照してください。

 
実行基盤連携用ライブラリのクラスパスエントリの追加

実行基盤連携用ライブラリのクラスパスエントリが存在しない場合は、以下の手順でクラスパスエントリを追加してください。

1. Interstage Studioの[パッケージエクスプローラ]ビューから[プロジェクト]を選択し、コンテキストメニューから[プロパティ]を選択し

ます。

2. [プロジェクトプロパティ]ダイアログボックスの左のペインで[Javaのビルドパス]を選択します。

3. 右のペインで[ライブラリ]タブを選択します。

4. [ライブラリの追加]をクリックします。

5. [ライブラリの追加]ウィザードで、ライブラリの一覧から[実行基盤連携用ライブラリ] を選択し、[次へ]をクリックします。

6. 表示された画面でアプリケーションを作成するために必要な機能を選択します。

[JDK準拠レベル]から、実行基盤連携用ライブラリのJDK準拠レベルを選択し、[終了]をクリックします。

 
実行基盤連携用ライブラリのJDK準拠レベルの変更

アプリケーション連携フロープロジェクトの生成後にプロジェクトで使用するJREを変更した場合、実行基盤連携用ライブラリのJDK準

拠レベルを合わせて修正する必要があります。

実行基盤連携用ライブラリのJDK準拠レベルを変更する場合の手順を以下に示します。

1. Interstage Studioの[パッケージエクスプローラ]ビューから[プロジェクト]を選択し、コンテキストメニューから[プロパティ]を選択し

ます。

2. [プロジェクトプロパティ]ダイアログボックスの左のペインで[Javaのビルドパス]を選択します。

3. 右のペインで[ライブラリ]タブを選択します。

4. [ビルドパス上のJARおよびクラスフォルダ]から[実行基盤連携用ライブラリ]を選択し、[編集]をクリックします。

5. [ライブラリの編集]ウィザードで、[JDK準拠レベル]から実行基盤連携用ライブラリのJDK準拠レベルを選択し、[終了]をクリックし

ます。

8.5 業務処理実行アプリケーションの生成

業務処理実行アプリケーションを生成する方法について説明します。

業務処理実行アプリケーションはInterstage Studioから[業務処理実行アプリケーション(Java)生成]ウィザードを利用して新規作成する

ことができます。また、[業務処理実行アプリケーション(Java)生成]ウィザードを利用して、既存の業務処理実行アプリケーションへ呼出

し対象のメソッドを後から追加することもできます。

[業務処理実行アプリケーション(Java)生成]ウィザードを使用して、以下の3種類のアプリケーションを生成します。

・ 業務処理実行アプリケーション(必須)

・ フロー前処理のアプリケーション(任意)

・ フロー後処理のアプリケーション(任意)

業務処理実行アプリケーションはフロー定義ファイルに定義した情報を参照して生成されます。以下に、生成する業務処理実行アプ

リケーションの種類に応じて参照されるフロー定義の項目を示します。

生成する業務処理実行アプリケーションの種

類

参照するフロー定義ファイルの情報

業務処理実行アプリケーション 呼出し定義の[クラス名]、および[呼出し対象のメソッド](注1)

フロー前処理のアプリケーション フロー前処理のアプリケーションの[クラス名](注2)
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生成する業務処理実行アプリケーションの種

類

参照するフロー定義ファイルの情報

フロー後処理のアプリケーション フロー後処理のアプリケーションの[クラス名](注2)

注1）呼出し定義の設定方法については、“7.3.3 アクティビティの設定”の“7.3.3.1 呼出し定義”を参照してください。

注2）フロー前処理のアプリケーション、およびフロー後処理のアプリケーションのクラス名の設定方法については、“7.5.1 プロパティ画

面の概要”を参照してください。

それぞれのアプリケーションの生成方法を、以降で説明します。

8.5.1 業務処理実行アプリケーションの作成

業務処理実行アプリケーションの新規作成、および既存の業務処理実行アプリケーションへ呼出し対象のメソッドを追加する手順を以

下に示します。

1. 次のどちらかの手順で[業務処理実行アプリケーション(Java)生成]ウィザードを起動します。

－ ファイルメニュー[新規] > [その他] > [アプリケーション連携実行基盤/バッチ実行基盤] > [業務処理実行アプリケーション

(Java)]

－ ファイルメニュー[新規] > [業務処理実行アプリケーション(Java)]

以下に、ファイルメニュー[新規] > [その他]を選択した場合に表示される[ウィザードを選択]画面のイメージを示します。

[アプリケーション連携実行基盤/バッチ実行基盤] > [業務処理実行アプリケーション(Java)]を選択して[次へ]をクリックすると、

[業務処理実行アプリケーション(Java)生成]ウィザードが起動します。
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2. [業務処理実行アプリケーション(Java)生成]ウィザードが起動すると、[業務処理実行アプリケーション(Java)の選択]画面が表示

されます。

3. Interstage Job Workload Server 開発環境パッケージとInterstage Business Application Server 開発環境パッケージが同一のPC
にインストールされている場合、[使用する実行基盤の種別]から“バッチ実行基盤”を選択します。

4. [アプリケーションの種類]から“業務処理実行アプリケーション”を選択します。

5. 業務処理実行アプリケーションの定義を参照するフロー定義が格納されているプロジェクトを選択します。

[フロー定義ファイルから業務処理実行アプリケーション(Java)の定義を参照する。]をチェックして、[プロジェクト名]に参照したい

フロー定義ファイルが格納されているプロジェクトを選択します。

6. ［次へ］をクリックします。
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7. [フロー定義ファイル(バッチ実行基盤)一覧]画面が表示されます。

[フロー定義ファイル]には、[業務処理実行アプリケーション(Java)の選択]画面の[プロジェクト名]で指定したプロジェクトに格納

されているフロー定義ファイルが表示されます。

8. [フロー定義ファイル]から業務処理実行アプリケーションの定義を参照するフロー定義ファイルを選択します。

9. [次へ]をクリックします。

10. [アクティビティ一覧]画面が表示されます。

[アクティビティ]には、[フロー定義ファイル(バッチ実行基盤)一覧]画面で選択したフロー定義ファイルに定義されたアクティビティ

の一覧が表示されます。

[アクティビティ]に表示されたアクティビティを選択すると、アクティビティに定義されている[呼出し定義]のクラス名と呼出し対象

のメソッドが表示されます。
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11. 作成する業務処理実行アプリケーションの呼出し定義の情報が定義されたアクティビティを選択します。

12. [次へ]をクリックします。

以降、フロー定義ファイルのアクティビティに定義されている業務処理実行アプリケーションが、アプリケーション連携フロープロジェク

トに存在するかどうかで手順が分かれます。以下にそれぞれの手順を示します。

・ アクティビティに定義されている業務処理実行アプリケーションが、アプリケーション連携フロープロジェクトに存在しない場合

新規にJavaソースを生成します。[業務処理実行アプリケーション(Java)の作成]画面が表示されます。以降の手順は“業務処理実

行アプリケーションの新規作成”を参照してください。

・ アクティビティに定義されている業務処理実行アプリケーションが、アプリケーション連携フロープロジェクトに存在する場合

すでに存在するJavaソースに対し、呼び出しメソッドの挿入処理を行います。[呼出し対象のメソッドの追加]画面が表示されます。

以降の手順は“呼出し対象のメソッドの追加”を参照してください。

 
業務処理実行アプリケーションの新規作成

[アクティビティ一覧]画面で選択したフロー定義ファイルのアクティビティに定義されている業務処理実行アプリケーションが、アプリ

ケーション連携フロープロジェクトに存在しない場合は、[業務処理実行アプリケーション(Java)の作成]画面に遷移します。

この画面では、新規に業務処理実行アプリケーションを生成します。以下に手順を示します。
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1. [業務処理実行アプリケーション(Java)の作成]画面が表示されます。

2. 業務処理実行アプリケーションの作成に必要なクラス情報を入力します。

[パッケージ名]、および[名前]には、[アクティビティ一覧]画面で選択した呼出し定義の[クラス名]の情報が設定されます。

その他の設定項目については、Javaクラスの作成ウィザードと同様になります。詳細は、Interstage Studioのヘルプ一覧から、“Java
開発ユーザガイド”の“入門”の“Javaクラスの作成”を参照してください。

[業務処理実行アプリケーション(Java)の作成]画面では、作成する業務処理実行アプリケーションの[名前]、および[パッケージ

名]を変更することはできません。
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3. [終了]をクリックすると、業務処理実行アプリケーションが作成され、Javaエディタが開きます。

生成されるJavaソースは、Javaエディタの警告オプションの設定に従ってチェックされます。オプションにより、以下の警告が表示

される場合があります。

serialVersionUIDなしのシリアライズ可能クラス

警告を表示したくない場合は、オプションの設定を変更してください。警告オプションは、[エラー/警告]画面で設定します。[エ
ラー/警告]画面は、以下のどちらかの方法で表示できます。

－ メニューバーから[ウィンドウ] > [設定]を選択して[設定]ダイアログボックスを開き、[Java] > [コンパイラ] > [エラー/警告]を選

択

－ プロジェクトを選択し、コンテキストメニューから[プロパティ]を選択してプロジェクトの[プロパティ]ダイアログボックスを開き、[Java
コンパイラ] > [エラー/警告]を選択

 
呼出し対象のメソッドの追加

[アクティビティ一覧]画面で選択したフロー定義ファイルのアクティビティに定義されている業務処理実行アプリケーションが、アプリ

ケーション連携フロープロジェクトに存在する場合は、[呼出し対象のメソッドの追加]画面に遷移します。

この画面では、すでに存在する業務処理実行アプリケーションに、呼出し対象のメソッドを追加します。以下に手順を示します。
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1. [呼出し対象のメソッドの追加]画面が表示されます。

業務処理実行アプリケーションの呼出し定義に定義されている[クラス名]と[呼出し対象のメソッド]の一覧が表示されます。

[呼出し対象のメソッド]一覧には以下の情報が表示されます。

－ [メソッド名]
[呼出し定義]で定義されている呼出し対象のメソッドを表示します。

引数、復帰値を含むメソッド名を表示します。

－ [処理]
[終了]をクリックしたときの処理を表示します。

－ [詳細]
[処理]の詳細を表示します。

[処理]、および[詳細]に表示されている内容について、以下に種類を示します。

処理 詳細 [終了]の動作

作成 メソッドを追加します。 対象Javaソース内にメソッドを追加します。

スキッ

プ

メソッドは作成済みです。 すでに同一のシグネチャ(メソッド名、引数の数、引数の型の組み合

わせ)をもつメソッドが存在します。

追加処理を行わず、スキップします。
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処理 詳細 [終了]の動作

スキッ

プ

メソッドが重複しています。 [呼出し定義]に同じメソッドが複数定義されているとき、2つ目以降の

メソッドに対して表示されます。

同じメソッドが複数定義されているときは、 初に検出したメソッド1つ
だけ[作成]状態になります。

エラー シグネチャが同一で復帰値の異な

るメソッドが定義されています。

[終了]は無効状態になります。メソッドの追加を行うことはできませ

ん。

同一のシグネチャ(メソッド名、引数の数、引数の型の組み合わせ)を
もつメソッドが存在しますが、復帰値が異なっている可能性がありま

す。

Javaソースに、同じシグネチャ(メソッド名、引数の数、引数の型の組

み合わせ)で復帰値が異なるメソッドは定義できません。[呼出し定義]
に誤りがある可能性があります。メソッドの復帰値とシグネチャを確認

してください。

エラー メソッドがabstractとして定義されて

います。

[終了]は無効状態になります。メソッドの追加を行うことはできませ

ん。

[呼出し定義]に定義されているメソッドが、対象Javaソース内にabstract
メソッドとして作成されている可能性があります。

該当メソッドを実装してください。

[処理]の結果が[作成]のメソッドだけ、[終了]をクリックしたときに、メソッドを対象Javaソース内に追加します。

[エラー]が1メソッドでも存在する場合には、メソッド追加処理を行うことはできません。[詳細]に表示されている内容を確認し、エ

ラーを取り除いてから再度実行してください。

すでにメソッドが作成済みの場合はメソッドの追加処理をスキップしますが、対象メソッドすべてが作成済みの場合には、[終了]
が無効となります。

2. メソッドにコメントを付加したい場合は、[コメントの生成]をチェックします。

3. [終了]をクリックすると、対象Javaソースにメソッドが追加され、Javaエディタが開きます。

8.5.2 フロー前処理のアプリケーション/フロー後処理のアプリケーションの作成

フロー前処理のアプリケーション、またはフロー後処理のアプリケーションを新規作成する手順を以下に示します。

1. 次のどちらかの手順で[業務処理実行アプリケーション(Java)生成]ウィザードを起動します。

－ ファイルメニュー[新規] > [その他] > [アプリケーション連携実行基盤/バッチ実行基盤] > [業務処理実行アプリケーション

(Java)]

－ ファイルメニュー[新規] > [業務処理実行アプリケーション(Java)]

以下に、ファイルメニュー[新規] > [その他]を選択した場合に表示される[ウィザードを選択]画面のイメージを示します。
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[アプリケーション連携実行基盤/バッチ実行基盤] > [業務処理実行アプリケーション(Java)]を選択して[次へ]をクリックすると、

[業務処理実行アプリケーション(Java)生成]ウィザードが起動します。
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2. [業務処理実行アプリケーション(Java)生成]ウィザードが起動すると、[業務処理実行アプリケーション(Java)の選択]画面が表示

されます。

3. Interstage Job Workload Server 開発環境パッケージとInterstage Business Application Server 開発環境パッケージが同一のPC
にインストールされている場合は、[使用する実行基盤の種別]から“バッチ実行基盤”を選択します。

4. [アプリケーションの種類]から“フロー前処理のアプリケーション”、または“フロー後処理のアプリケーション”を選択します。

5. フロー前処理、またはフロー後処理のアプリケーションの定義を参照するフロー定義が格納されているプロジェクトを選択しま

す。

[フロー定義ファイルから業務処理実行アプリケーション(Java)の定義を参照する。]をチェックして、[プロジェクト名]に参照したい

フロー定義ファイルが格納されているプロジェクトを選択します。

6. ［次へ］をクリックします。
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7. [フロー定義ファイル(バッチ実行基盤)一覧]画面が表示されます。

[フロー定義ファイル]には、[業務処理実行アプリケーション(Java)の選択]画面の[プロジェクト名]で指定したプロジェクトに格納

されているフロー定義ファイルが表示されます。

8. [フロー定義ファイル]からフロー前処理、またはフロー後処理のアプリケーションの定義を参照するフロー定義ファイルを選択し

ます。

9. [次へ]をクリックします。
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10. [業務処理実行アプリケーション(Java)の作成]画面が表示されます。

11. フロー前処理、またはフロー後処理のアプリケーションの作成に必要なクラス情報を入力します。

[パッケージ名]、および[名前]には、[フロー定義ファイル(バッチ実行基盤)一覧]画面で選択したフロー定義ファイルのプロパティ

に定義されている、フロー前処理、またはフロー後処理のアプリケーションの[クラス名]の情報が設定されます。

[インタフェース]には生成する[アプリケーションの種類]に応じて、以下のクラスが表示されます。

－ フロー前処理のアプリケーションを生成する場合

com.fujitsu.interstage.apfw.application.FlowPreprocessor

－ フロー後処理のアプリケーションを生成する場合

com.fujitsu.interstage.apfw.application.FlowPostprocessor

その他の設定項目については、Javaクラスの作成ウィザードと同様になります。詳細は、Interstage Studioのヘルプ一覧から、“Java
開発ユーザガイド”の“入門”の“Javaクラスの作成”を参照してください。

[業務処理実行アプリケーション(Java)の作成]画面では、作成する業務処理実行アプリケーションの[名前]、および[パッケージ

名]を変更することはできません。
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12. [終了]をクリックすると、フロー前処理のアプリケーション、またはフロー後処理のアプリケーションが作成され、Javaエディタが開

きます。

8.6 業務処理の作成・修正

業務処理を作成・修正する方法について説明します。

業務処理はInterstage StudioのJavaエディタを利用して編集することができます。以下に手順を示します。

1. 編集する業務処理実行アプリケーションを[パッケージエクスプローラ]ビューから選択し、Javaエディタで開きます。

2. Javaエディタでソースを編集します。

業務処理実行アプリケーションに記述する処理を以下に示します。

・ 業務処理実行アプリケーションの記述

フローで行いたい業務の主処理を、呼出し対象のメソッド内に記述します。

・ フロー前処理の記述

フローを開始するにあたってのリソースの初期化など、フロー単位の初期処理を記述します。

・ フロー後処理の記述

フローを終了するにあたってのリソースの解放など、フロー単位の終了処理を記述します。

・ 業務ログの記述

業務処理実行アプリケーションのログを実行ログに出力する処理を記述します。

8.6.1 呼出し対象のメソッド処理の記述

業務処理メソッドを記述する方法について説明します。

[業務処理実行アプリケーション(Java)生成]ウィザードを使用して生成された業務処理実行アプリケーションには、フロー定義ファイル

の呼出し定義で定義した呼出し対象のメソッドが出力されます。業務処理は出力された呼出し対象のメソッド内に記述します。

以下に、業務処理実行アプリケーション内に出力されたメソッドの例を示します。
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フロー定義ファイルの呼出し定義で“資源の一覧を入力”を選択しない場合（ファイル管理機能を利用しない場合）、かつ、String型の

業務データを入出力する場合のメソッドの例

/**

 * Method getChitName.

 * @return String 伝票名

 */

public String getChitName(String arg0) {

    // TODO 業務処理を記述してください。

    return null;

}

フロー定義ファイルの呼出し定義で“資源の一覧を入力”を選択した場合（ファイル管理機能を利用する場合）、かつ、String型の業務

データを入出力する場合のメソッドの例

/**

 * Method getChitName.

 * @return String 伝票名

 */

public String getChitName(Map<String, Object> Apfw_Resource, String arg1) {

    // TODO 業務処理を記述してください。

    return null;

}

呼出し対象のメソッドの引数は、呼出し定義で指定した業務データおよび資源の一覧です。

・ フロー定義ファイルの呼出し定義で“すべての業務データを入出力”を選択した場合、引数には業務データをまとめた情報

（java.util.Mapオブジェクト）が設定されます。この場合、業務データのキー名は、業務データ名になります。

・ フロー定義ファイルの呼出し定義で“資源の一覧を入力”を選択した場合、メソッドの第一引数には資源名とファイルの物理的なパ

スの対応関係をまとめた情報（java.util.Mapオブジェクト）が設定され、第二引数以降に業務データが設定されます。資源名とファ

イルの物理的なパスの対応関係をまとめた情報のキー名は、資源名になります。

・ 呼出し定義の詳細については、“7.3.3 アクティビティの設定”の“7.3.3.1 呼出し定義”を参照してください。

・ [業務処理実行アプリケーション(Java)生成]ウィザードを使用した業務処理実行アプリケーションの生成方法については、“8.5 業
務処理実行アプリケーションの生成”を参照してください。

・ 呼出し定義のメソッドが復帰値に業務データを定義していた場合、出力したメソッドのコメントに業務データ名と型が記述されてい

ます。メソッド内のreturn文に、コメントに記述されている業務データの値を復帰するような処理を記述する必要があります。

・ 業務処理実行アプリケーションからアプリケーション連携実行基盤へ発行する例外は、直列化可能(シリアライズ可能)なクラスとし

て作成してください。また、発行する例外クラスにほかのクラスを含む場合や、継承関係のクラスがある場合、すべてのクラスが直

列化可能なクラスとして作成してください。

ユーザー定義型クラス、またはユーザー定義型Exceptionを使用する場合、業務処理実行アプリケーションにユーザー定義型クラス、
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またはユーザー定義型Exceptionを組み込んでください。

運用時に業務処理実行アプリケーションを呼び出す場合、ユーザー定義型クラス、またはユーザー定義型Exceptionの情報は、自動

的に読み込まれますので、IJServerのクラスパス設定に、classファイルまたはjarファイルを設定する必要はありません。

8.6.2 前処理/後処理の記述

フローの前処理、および後処理を記述する方法について説明します。

フローの前処理、および後処理を記述するためには、以下のインタフェースが必要です。

・ 前処理インタフェース

・ 後処理インタフェース

これらのインタフェースは、[業務処理実行アプリケーション(Java)生成]ウィザードで[生成する業務処理実行アプリケーションの種類]の
[アプリケーションの種類]として“フロー前処理のアプリケーション”、または“フロー後処理のアプリケーション”を選択した場合に、以下

の形式で生成されます。

・ import文、およびクラス定義部(implements)にクラス名を出力

・ インタフェースメソッドを出力

フロー前処理のアプリケーションを生成した場合、前処理インタフェースのクラス、およびメソッドが生成されます。フロー後処理インタ

フェースを生成した場合、後処理インタフェースのクラス、およびメソッドが生成されます。

以下に、それぞれのアプリケーションごとに生成されるクラスとメソッドの形式を示します。

 
フロー前処理のアプリケーションの場合

出力されるクラス名 com.fujitsu.interstage.apfw.application.FlowPreprocessor

出力されるインタフェースメソッド preprocessメソッド

以下のメソッド内に処理を記述します。

/* 

 * @see com.fujitsu.interstage.apfw.application.FlowPreprocessor#preprocess(java.util.Map)

 */

public Map<String, Object> preprocess(Map<String, Object> arg0)

        throws Throwable {

    // TODO 自動生成されたメソッド・スタブ

    return arg0;

}

 
フロー後処理のアプリケーションの場合

出力されるクラス名 com.fujitsu.interstage.apfw.application.FlowPostprocessor

出力されるインタフェースメソッド postprocessメソッド

以下のメソッド内に処理を記述します。

/* 

 * @see com.fujitsu.interstage.apfw.application.FlowPostprocessor#postprocess(java.util.Map)

 */

public Map<String, Object> postprocess(Map<String, Object> arg0)

        throws Throwable {

    // TODO 自動生成されたメソッド・スタブ

    return arg0;

}
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8.6.3 業務ログの記述

業務ログを記述する方法について説明します。業務ログの機能説明は“2.3.7.4 業務ログ”を参照してください。

業務ログを記述するためには、以下の作業が必要です。

・ Javaのビルドパスの設定

・ プロジェクトへの設定ファイルの作成

・ import文の追加

・ ログの記述

 
Javaのビルドパスの設定

業務処理実行アプリケーションのプロジェクトのJavaのビルドパスへcommons-logging-1.1.1.jarを追加します。

1. Interstage Studioの業務処理実行アプリケーションのプロジェクトで、[プロジェクト] > [プロパティ] > [Javaのビルドパス] > [ライブ

ラリ]タブ > [外部 JARの追加]ボタンを押下します。

2. [Interstage Studioのインストールディレクトリ]\BAS\lib\addons\commons-logging-1.1.1.jarを追加します。

 
プロジェクトへの設定ファイルの作成

プロジェクトに以下のファイルをソースのルートディレクトリ（srcフォルダ直下）に追加します。

各設定ファイルの記述方法については、“2.3.7.4.1 業務ログの定義(commons-logging.properties)”および“2.3.7.4.2 業務ログの定義

(applicationlog.properties)”を参照してください。

・ commons-logging.properties

・ applicationlog.properties

 
import文の追加

業務処理実行アプリケーションのimport文に以下を追加します。

・ import org.apache.commons.logging.Log;

・ import org.apache.commons.logging.LogFactory;

 
ログの記述

業務処理実行アプリケーションでcommons-logging APIを利用して業務ログを記述します。

以下に業務ログの記述例を示します。この記述例ではフローでは2つの業務処理実行アプリケーション“MyAppA”と“MyAppB”を順

番に実行し、各業務処理実行アプリケーションで記述例のとおり業務ログを出力しています。

業務処理実行アプリケーションMyAppAの記述例

package com.example;

import org.apache.commons.logging.Log;

import org.apache.commons.logging.LogFactory;

   ・・・

public class MyAppA {

    // ログ出力クラスのインスタンスを取得します

    private static Log log = LogFactory.getLog(MyAppA.class);

    public void method1() {

        // ログを出力します

        if(log.isInfoEnabled()) {

            log.info("method1 start");

        }

        if(log.isDebugEnabled()) {

            log.debug("debug message"); // ログ出力レベルがDEBUG以下の場合に出力

        }

        ・・・
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    }

}

業務処理実行アプリケーションMyAppBの記述例

import org.apache.commons.logging.Log;

import org.apache.commons.logging.LogFactory;

   ・・・

public class MyAppB {

    // ログ出力クラスのインスタンスを取得します

    private static Log log = LogFactory.getLog(MyAppB.class);

    public void method2() {

        // ログを出力します

        if(log.isInfoEnabled()) {

            log.info("method2 start");

        }

        if(log.isTraceEnabled()) {

            log.trace("MyAppB::method2"); // ログ出力レベルがTRACE以下の場合に出力

        }

        ・・・

    }

}

上記2つの業務処理実行アプリケーションを実行した場合の実行ログの出力例

   ・・・

********** EXECUTION INFORMATION **********

----- MyAppA -----

START TIME        = 2009/07/07 17:00:00

INPUT PARAMETER

{FlowDefName=MyApp, APFW_CORRELATIONID=MyApp_00001}

END STATUS        = Normal

END TIME          = 2009/07/07 17:00:01

----- MyAppB -----

START TIME        = 2009/07/07 17:00:01

INPUT PARAMETER

{FlowDefName=MyApp, APFW_CORRELATIONID=MyApp_00001}

END STATUS        = Normal

END TIME          = 2009/07/07 17:00:02

********** APPLICATION OUTPUT INFORMATION **********

----- MyAppA -----

method1 start

debug message

----- MyAppB -----

method2 start

MyAppB::method2

8.7 業務処理実行アプリケーションのビルドとデバッグ

業務処理実行アプリケーションのビルドとデバッグについて説明します

 
ビルド

Interstage Studioを利用した場合、[自動的にビルド]を有効にすることにより、プロジェクト内の業務処理実行アプリケーションのビルド

を自動的に行うことができます。

[自動的にビルド]が無効となっている場合は、以下の方法でプロジェクト内の業務処理実行アプリケーションをビルドします。

・ アプリケーション連携フロープロジェクトを選択し、プロジェクトのコンテキストメニューから[プロジェクトのビルド]を実行します。

・ Interstage Studioのメニューから[プロジェクト] > [プロジェクトのビルド]を実行します。
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ビルドの詳細については、“Interstage Studio ユーザーズガイド”を参照してください。ビルド後、プロジェクトフォルダに配備ファイル

(EJB-JARファイル)が作成されます。

 
デバッグ

業務処理実行アプリケーションをデバッグするには、以下の方法があります。

・ アプリケーションサーバに配備せずに業務処理実行アプリケーションを単体実行する。

・ バッチ実行環境でフローとして動作させる。バッチ実行基盤(Java)が出力する実行ログ、簡易実行ログ、または業務処理実行アプ

リケーションで出力するログなどにより、業務処理実行アプリケーションの動作結果を確認する。

なお、Interstage StudioやInterstage Application Serverを利用したデバッグ方法については、それぞれのオンラインマニュアルを参照し

てください。

8.8 業務処理実行アプリケーションの環境作成

業務処理実行アプリケーションを配備するリソースユニットに、業務処理実行アプリケーションで必要な環境設定を行います。設定す

る項目を以下に示します。

・ クラスパス

・ パス

・ ライブラリパス

・ 環境変数

・ JavaVMオプション

・ ログ出力ディレクトリ

・ アプリケーションの多重度

・ DBコネクション設定

各項目の変更は、リソースユニットを停止した状態で、Interstage管理コンソールを使用して行います。リソースユニットの停止方法の詳

細については、“16.9 apfwstopunit”を参照してください。Interstage管理コンソールの使用方法の詳細については、“Interstage Application
Server 運用ガイド”および“Interstage管理コンソール ヘルプ”を参照してください。

クラスパス、JavaVMオプションについては、バッチ実行環境で必要な設定が、リソースユニット作成時に自動的に行われています。こ

れらの設定は、変更や削除を行わないでください。誤って変更や削除をした場合は再設定してください。バッチ実行環境で必要な設

定については、“D.1 業務処理実行アプリケーションの環境設定”を参照してください。

 
クラスパスの追加

業務処理実行アプリケーションで必要なクラスパスを追加します。クラスパスの追加は、Interstage管理コンソールの以下の箇所で行い

ます。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [リソースユニット名] > [環境設定]の“ワークユニット設定”の“クラ

スパス”

 
パスの追加

業務処理実行アプリケーションで必要なパスを追加します。パスの追加は、Interstage管理コンソールの以下の箇所で行います。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [リソースユニット名] > [環境設定]の“ワークユニット設定”の“パ

ス”

 
ライブラリパスの追加

業務処理実行アプリケーションで必要なライブラリパスを追加します。ライブラリパスの追加は、Interstage管理コンソールの以下の箇所

で行います。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [リソースユニット名] > [環境設定]の“ワークユニット設定”の“ライ

ブラリパス”
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環境変数の追加

業務処理実行アプリケーションで必要な環境変数を追加します。環境変数の追加は、Interstage管理コンソールの以下の箇所で行い

ます。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [リソースユニット名] > [環境設定]の“ワークユニット設定”の“環境

変数”

 
JavaVMオプションの追加

業務処理実行アプリケーションで必要なJavaVMオプションを追加します。JavaVMオプションの追加は、Interstage管理コンソールの以

下の箇所で行います。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [リソースユニット名] > [環境設定]の“ワークユニット設定”の“JavaVM
オプション”

 
ログ出力ディレクトリの変更

業務処理実行アプリケーションが使用するログ出力ディレクトリを必要に応じて変更します。ログ出力ディレクトリの変更は、Interstage管
理コンソールの以下の箇所で行います。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [リソースユニット名] > [環境設定]の“ワークユニット設定”の“ログ

出力ディレクトリ”

 
アプリケーションの実行多重度の変更

業務処理実行アプリケーションの実行多重度を必要に応じて変更します。実行多重度の変更は、Interstage管理コンソールの以下の

箇所で行います。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [リソースユニット名] > [配備したモジュール名] > [EJBアプリケー

ション名] > [アプリケーション環境定義]の“初期起動インスタンス数”

1つのリソースユニットにおける実行多重度は以下の範囲としてください。以下の範囲を超える場合は、リソースユニットを複数に分けて

運用してください。

リソースユニットに配備されたEJB JARの実行多重度の総和  ≦  64

 
DBコネクション設定の追加

業務処理実行アプリケーションで使用するデータベースのDBコネクション設定を追加します。DBコネクション設定の追加は、Interstage
管理コンソールの以下の箇所で行います。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [リソースユニット名] > [環境設定]の“DBコネクション設定”

8.9 業務処理実行アプリケーションの配備

8.9.1 配備方法

業務処理実行アプリケーションを配備するにはInterstage Studioを使用する方法、コマンドを使用する方法、およびInterstage管理コン

ソールを使用する方法があります。

配備は、配備対象のリソースユニットを構成するIJServer（リソースユニットと同じ名前）に対して行います。

IJServerの起動、停止を行う場合は、リソースユニットの起動、停止コマンドを使用してください。リソースユニットの起動コマンドについ

ては、“16.8 apfwstartunit”を、停止コマンドについては“16.9 apfwstopunit”を参照してください。
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■Interstage Studioを使用する場合

[プロジェクトエクスプローラ]ビューにあるJ2EEアプリケーションの資産を、アプリケーションサーバに配備することができます。配備でき

る資産は、以下のファイルです。

・ EJB JARファイル

以下に、資産を配備する手順を示します。

 
[IJServer]ビューに配備するInterstage Application Serverを表示する

現在、[IJServer]ビューに表示しているInterstage Application Serverへ資産を配備します。

Interstage Application Serverを変更する場合は、“Interstage Studio ユーザーズガイド”の“表示するInterstage Application Serverを変

更する”を参照してください。

 
配備する情報を設定する

ファイルのプロパティで、配備に必要な情報を設定します。

1. [プロジェクトエクスプローラ]ビューで配備するファイルを右クリックし、コンテキストメニューを表示します。

2. [プロパティ]を選択し、[プロパティ]ダイアログボックスを表示します。

3. [配備]を選択して[配備]ページを表示します。

4. 配備する情報を設定します。

配備に必要な情報を以下に示します。

[配備]タブ

項目 説明

配備するファイル 配備するファイルを示します。

現在のInterstageサーバ [IJServer]ビューで現在表示しているInterstage Application Serverを示

します。

配備先 配備先のIJServerを選択します。

配備後のIJServer起動 配備後にIJServerを起動するか停止するかを指定します。

  停止する 配備後にIJServerを停止状態にします。

起動する 配備後にIJServerを起動状態にします。

配備前の状態に戻す 配備後に配備前のIJServerの起動状態と同じ状態にします。配備の

前後でIJServerの起動状態は変わりません。

IJServerが起動中のときに配備を行う場合、そのIJServerの環境設定でHotDeploy機能を使用する設定となっているか使用しない設定

になっているかで配備するときの動作が異なります。HotDeployを使用する設定になっている場合は、IJServerを停止せずに配備を行

います。HotDeployを使用しない設定になっている場合は、サーバ上でapfwstopunitコマンドを使用して、リソースユニットを停止してか

ら、配備を行います。

[オプション]タブ

項目 説明

クライアント配布物をダウ

ンロードする

クライアント配布物をダウンロードするかどうかを選択します。クライアント

配布物は、EJBのクライアントアプリケーションで動作確認を行う場合に必

要です。

管理サーバに接続している場合は、クライアント配布物をダウンロードで

きません。
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項目 説明

ダウンロード先 クライアント配布物をダウンロードするときのダウンロード先フォルダを指定

します。

[プロジェクトエクスプローラ]ビューから資産を配備する

[プロジェクトエクスプローラ]ビューから資産を配備します。

1. [プロジェクトエクスプローラ]ビューにあるプロジェクト、または配備するファイルを右クリックして、コンテキストメニューを表示しま

す。

2. [配備]を選択します。

管理サーバに接続してIJServerに資産を配備する場合、Interstageの起動確認は行われません。IJServerが配置されている管理

対象サーバのInterstageをあらかじめ起動しておいてください。

 
■コマンドを使用する場合

J2EEアプリケーションの配備コマンド(ijsdeployment)を実行して、アプリケーションを配備します。

J2EEアプリケーションの配備コマンド(ijsdeployment)を、以下のように実行します。

ijsdeployment -n UNIT -f sample.jar

また、アプリケーション修正時は、上書きオプションを付加して、以下のようにコマンドを実行します。

ijsdeployment -n UNIT -f sample.jar -r

ijsdeploymentコマンド

コマンドのオプションおよび

パラメーター

設定内容

-n name 配備対象となるIJServerのワークユニット名を指定します。

-f filepath 配備対象ファイルを絶対パス、または相対パスで指定しま

す。

配備できるファイルを次に示します。

・ ejb-jarファイル

-r 業務処理実行アプリケーションがすでに配備されていて、上

書きで配備する場合に指定します。

ijsdeploymentコマンドの詳細については、“Interstage Application Server リファレンスマニュアル(コマンド編)”を参照してください。

・ 本コマンドを使用する場合は、コマンドを実行するマシンにInterstage JMXサービスがインストールされ、起動されている必要があ

ります。

・ HotDeploy機能を使用していない場合、本コマンドを実行する前に対象となるIJServerのワークユニットが停止している必要があり

ます。

・ 本コマンドは、Interstageが起動されているか全強制停止モード以外で停止されている場合に実行できます。

・ 配備処理で生成されるJavaクラスのコンパイルに使用されるJavaVMは、IJServerのワークユニット設定のJavaバージョンに設定され

ているJava VMとなります。IJServerのワークユニット設定については、“Interstage管理コンソール ヘルプ”の“IJServer：環境設定”

を参照してください。
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・ このコマンドによる操作は、Interstage管理コンソールの実行基盤となっているInterstage JMXサービスで処理されます。下記のよう

な場合は、Interstage JMXサービスのカスタマイズを行ってください。Interstage JMXサービスの環境設定については、“Interstage
運用ガイド”の“Interstage管理コンソール環境のカスタマイズ”を参照してください。

－ メモリ不足が発生した場合

“Interstage JMXサービスのjavaプロセスに指定するオプション情報”をカスタマイズしてください。

－ Interstage JMXサービスの通信のタイムアウトが発生した場合

“Interstage JMXサービスの通信のタイムアウト時間”をカスタマイズしてください。

 
■Interstage管理コンソールを使用する場合

以下の手順でアプリケーションを配備します。

1. Interstage管理コンソールの[Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > “リソースユニット名” > [配備]タブを

選択します。

[参照]ボタンをクリックして配備するファイルを選択します。

起動指定の「配備完了後、ワークユニットを起動する」のチェックボックスをオフにします。

ほかの設定を変更する場合は、設定変更後、[配備]ボタンをクリックします。

詳細はInterstage管理コンソールのヘルプを参照してください。

同一のEJBアプリケーション名の業務処理実行アプリケーションは、それぞれ異なるIJServerに配備する必要があります。
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同一のIJServerに配備する場合には、業務処理実行アプリケーションのEJBアプリケーション名を、異なるアプリケーション名に設定に

するように設計してください。

8.9.2 配備解除方法

業務処理実行アプリケーションを配備解除するにはコマンドを使用する方法、およびInterstage管理コンソールを使用する方法があり

ます。

配備解除は、配備解除対象のリソースユニットを構成するIJServer（リソースユニットと同じ名前）に対して行います。

IJServerの起動、停止を行う場合は、リソースユニットの起動、停止コマンドを使用してください。リソースユニットの起動コマンドについ

ては、“16.8 apfwstartunit”を、停止コマンドについては“16.9 apfwstopunit”を参照してください。

 
■コマンドを使用する場合

実行環境で、ijsundeploymentコマンドを実行します。コマンドのオプションおよびパラメーターについては、“Interstage Application Server
リファレンスマニュアル(コマンド編)”を参照してください。

コマンドのオプションおよびパラメーター 設定内容

-n name 配備解除対象のアプリケーションが配備されているリソスユニッ

ト名を指定します

-t targetname 配備解除するモジュール名を指定します。

空白で区切ることによりモジュール名を複数指定することがで

きます。

本オプションは、-k、-aおよび-fオプションと同時に指定するこ

とはできません。

-k kind 配備解除するアプリケーションの種別を指定します。

種別には次の値が指定できます。

・ ejb :EJBアプリケーション

本オプションは、-tおよび-fオプションと同時に指定することは

できません。

-a application 配備解除する業務処理実行アプリケーション名を指定しま

す。

空白で区切ることによりアプリケーション名を複数指定すること

ができます。

本オプションは、-kオプションと同時に指定します。

本オプションは、-tおよび-fオプションと同時に指定することは

できません。

-f 本オプションは指定しないでください。本オプションを指定して

コマンドを実行した場合は、リソースユニットを再作成してくだ

さい。

・ 本コマンドを使用する場合は、コマンドを実行するサーバにInterstage JMXサービスがインストールされ、起動されている必要があ

ります。

・ HotDeploy機能を使用していない場合、本コマンドを実行する前に対象となるIJServerのワークユニットが停止している必要があり

ます。

・ 本コマンドは、Interstageが起動されているか全強制停止モード以外で停止されている場合に実行できます。
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・ このコマンドによる操作は、Interstage管理コンソールの実行基盤となっているInterstage JMXサービスで処理されます。下記のよう

な場合は、Interstage JMXサービスのカスタマイズを行ってください。Interstage JMXサービスの環境設定については、“Interstage
運用ガイド”の“Interstage管理コンソール環境のカスタマイズ”を参照してください。

－ メモリ不足が発生した場合

“Interstage JMXサービスのjavaプロセスに指定するオプション情報”をカスタマイズしてください。

－ Interstage JMXサービスの通信のタイムアウトが発生した場合

“Interstage JMXサービスの通信のタイムアウト時間”をカスタマイズしてください。

リソースユニット名がUNIT、モジュール名がsample.jarの操作例を以下に示します。

ijsundeployment -n UNIT -t sample.jar

 
■Interstage管理コンソールを使用する場合

以下の手順でアプリケーションの配備を解除します。

1. Interstage管理コンソールの[Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > “リソースユニット名” > [アプリケー

ション状態/配備解除]タブを選択します。

2. 参照ボタンを押して配備解除するファイルを選択し、配備解除ボタンを押します。

詳細はInterstage管理コンソールのヘルプを参照してください。
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8.10 業務処理実行アプリケーションの変更手順

業務処理実行アプリケーションを変更する場合の手順について説明します。

業務処理実行アプリケーションの呼出し対象のメソッドのインタフェースは、フロー定義の呼出し定義で指定したインタフェースと一致

している必要があります。業務処理実行アプリケーションの呼出し対象のメソッドのインタフェースを変更する場合、以下の作業を行う

必要があります。

・ フロー定義の呼出し対象のメソッド定義の修正

・ 業務処理実行アプリケーションの呼出し対象のメソッドの修正

・ フロー定義と業務処理実行アプリケーションの整合性の確認

・ ビルドとデバッグ

・ 環境作成/変更

・ 配備/再配備

各作業について、以下で説明します。

 
フロー定義の呼出し対象のメソッド定義の修正

フロー定義エディタで、フロー定義の[呼出し定義]画面で定義した[呼出し対象のメソッド]の情報を修正してください。[呼出し定義]画
面、および[呼出し対象のメソッド]の情報の修正については、“7.3.3 アクティビティの設定”の“7.3.3.1 呼出し定義”を参照してくださ

い。

 
業務処理実行アプリケーションの呼出し対象のメソッドの修正

フロー定義の呼出し対象のメソッドのインタフェースと一致するように、業務処理実行アプリケーションの呼出し対象のメソッドのインタ

フェースを修正してください。

 
フロー定義と業務処理実行アプリケーションの整合性の確認

[呼出し対象のメソッド定義チェック(Java)]ダイアログボックスを利用して、修正した呼出し対象のメソッドのインタフェースが、フロー定

義と業務処理実行アプリケーションで一致していることを確認してください。[呼出し対象のメソッド定義チェック(Java)]ダイアログボック

スについては、“7.6 呼出し対象のメソッド定義の確認”を参照してください。

 
ビルドとデバッグ

修正した業務処理実行アプリケーションをビルド、およびデバッグします。業務処理実行アプリケーションのビルド、デバッグについて

は、“8.7 業務処理実行アプリケーションのビルドとデバッグ”を参照してください。

 
環境作成/変更

業務処理実行アプリケーションを配備するリソースユニットの新規作成、および業務処理実行アプリケーションで必要な環境設定を行

います。すでにリソースユニットが作成済みで、かつ設定の変更が必要ない場合は、この手順は不要です。

リソースユニットの環境作成、および変更方法については、“8.8 業務処理実行アプリケーションの環境作成”を参照してください。

 
配備/再配備

業務処理実行アプリケーションをリソースユニットに配備します。配備、および再配備の詳細については、“8.9 業務処理実行アプリケー

ションの配備”を参照してください。

8.11 業務処理実行アプリケーションを作成する場合の注意事項

業務処理実行アプリケーションを作成する場合、以下の注意事項がありますので、アプリケーション開発時は該当するコーディングを

行わないよう注意してください。

・ アプリケーション内でデッドロックやハングアップが発生しないよう使用するリソースの排他順番に注意してください。

・ デッドロックやハングアップでアプリケーションの応答がなくなった場合、コンテナログ、スレッドダンプおよびJavaメソッドトレースを

採取することで、アプリケーションの実行状況を確認することができます。フローが進まないなどの現象が発生した場合、 初にコ

ンテナログ、スレッドダンプおよびJavaメソッドトレースによるアプリケーションのデバッグを行うことでトラブル原因を調査してくださ
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い。

コンテナログ、スレッドダンプおよびJavaメソッドトレースの詳細は、“Interstage Application Server J2EE ユーザーズガイド”の“アプ

リケーションのデバッグ”を参照してください。

8.12 実行基盤連携用ライブラリのJDK準拠レベルによるJavaソースの差
異

実行基盤連携用ライブラリのJDK準拠レベルの違いによって発生する、業務処理実行アプリケーションのJavaソースの差異について

説明します。

 
JDK準拠レベルによるメソッドの記述の差異

[業務処理実行アプリケーション(Java)生成]ウィザードによって生成されるJavaソースは、パラメーター、および復帰値にjava.util.Map型
を使用しているメソッドが存在する場合、JDK準拠レベルによってメソッドの記述に差異が生じます。

以下に、JDK準拠レベルごとのメソッドの記述例を示します。

・ 実行基盤連携用ライブラリのJDK準拠レベルがJDK14の場合

public Map メソッド名(Map arg0) { ・・・ }

・ 実行基盤連携用ライブラリのJDK準拠レベルがJDK5の場合

public Map<String, Object> メソッド名(Map<String, Object> arg0) { ・・・ }

 
利用可能な機能の差異

実行基盤連携用ライブラリのJDK準拠レベルがJDK14の場合、以下の機能は利用できません。

・ フローの分散実行

・ 業務ログ
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第9章 業務処理開始アプリケーションの作成

9.1 業務処理開始アプリケーションの開発の概要

オンデマンド型業務モデルにおける業務処理開始アプリケーションは、フローの実行を行うJavaのアプリケーションです。業務処理開

始アプリケーションによるフローの実行と、フローの実行結果の取得はフロー実行APIを用いて行います。

フロー実行APIを使ってフローの実行と、結果取得を行うには、業務処理開始アプリケーションに、フロー実行APIの組込みを行う必要

があります。

9.2 業務処理開始アプリケーションの作成手順

Interstage Studioで業務処理開始アプリケーションを開発する手順を以下に示します。

1. 業務処理開始アプリケーションプロジェクトの作成

Interstage Studioで業務処理開始アプリケーション用のプロジェクトを作成します。

アプリケーションを作成、編集します。

2. フロー実行APIの組込み

編集したアプリケーションにフロー実行APIを組み込みます。

3. フロー実行APIの設定

組み込んだフロー実行APIに値を設定します。

4. 業務処理開始アプリケーションのエラー処理

フロー実行APIを実行したときのエラー処理を記述します。

5. 業務処理開始アプリケーションのビルド

業務処理開始アプリケーションをビルドします。

6. 業務処理開始アプリケーションの配備

EJBやWebアプリケーションを作成した場合は配備します。

9.3 業務処理開始アプリケーションプロジェクトの作成

業務処理開始アプリケーションを作成するために必要なプロジェクト定義の手順を以下に示します。

 
プロジェクトの作成

Interstage Studioで、新規プロジェクトウィザードを使用し、業務処理開始アプリケーションのためのプロジェクトを作成します。以下に、

新規プロジェクトウィザードの画面イメージを示します。
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業務処理開始アプリケーションを作成可能なプロジェクトの種類を、以下に示します。

・ EJB：Enterprise JavaBeansプロジェクト

・ EJB(Apcoordinator)：Enterprise JavaBeansプロジェクト(Apcoordinator)

・ Webアプリケーション：Webアプリケーションプロジェクト

・ Webアプリケーション(Apcoordinator)：Webアプリケーションプロジェクト(Apcoordinator)

・ Java：Javaプロジェクト

プロジェクトの作成手順の詳細は、“Interstage Studio ユーザーズガイド”の“プロジェクトウィザード”を参照してください。

Java VMのバージョンの違いによる非互換等の問題を防ぐため、業務処理開始アプリケーションを作成するプロジェクトのJREのバー

ジョンは、実行環境と同じバージョンを設定してください。

 
ライブラリの追加

作成したプロジェクトにフロー実行APIのライブラリを追加する必要があります。以下に手順を示します。

1. Interstage Studioの[パッケージエクスプローラ]ビューから[プロジェクト]を選択し、コンテキストメニューから[プロパティ]を選択し

ます。

2. [プロジェクトプロパティ]ダイアログボックスの左のペインで[Javaのビルドパス]を選択します。

3. 右のペインで[ライブラリ]タブを選択します。

4. [ライブラリの追加]をクリックします。
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5. [ライブラリの追加]ウィザードでライブラリの一覧から[実行基盤連携用ライブラリ]を選択し、[次へ]をクリックします。

6. 表示された画面でアプリケーションを作成するために必要な機能を選択します。

[JDK準拠レベル]から、実行基盤連携用ライブラリのJDK準拠レベルを選択し、[終了]をクリックします。実行基盤連携用ライブラリの

JDK準拠レベルは、プロジェクトのJREのバージョンと一致するように指定してください。

作成したプロジェクトがJava：Javaプロジェクトの場合、合わせて[Interstage J2EEライブラリ]を追加する必要があります。

 
業務処理開始アプリケーションの作成

業務処理開始アプリケーションを作成、編集します。

新規作成ウィザードを使用し、クラスを作成します。

クラスの作成手順は、“Interstage Studio ユーザーズガイド”を参照してください。

mainメソッドをもつ通常のJavaアプリケーションとして、業務処理開始アプリケーションを実装する場合、アプリケーション終了時に

System.exit(int)を呼び出してアプリケーションを終了する必要があります。System.exit(int)を呼び出さない場合、プログラムの終点に達

してもアプリケーションは終了しません。

9.4 フロー実行APIの組み込み

アプリケーションにフロー実行APIを組み込みます。

フロー実行APIの詳細は、“第17章 APIリファレンス”を参照してください。

組み込むAPIの実行形態を以下に示します。

・ フローを起動する(突き放し型)
バッチ実行基盤(Java)でフローの実行を行います。以下の2つのモードがあります。

－ フローの実行のみ行う

フローの実行結果を取得することはできません。

－ フローの実行と実行結果を後で取得できるようにする

フローの実行終了後、実行結果を取得することができます。

・ 処理結果を取得する

フローの実行結果を取得します。

フロー実行APIを組み込む処理を以下に示します。[バッチ実行基盤のAPI組み込み]ウィザードを利用します。[バッチ実行基盤のAPI
組み込み]ウィザードは、Javaエディタ上のコンテキストメニューの[バッチ実行基盤のAPI組み込み]から起動します。
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組み込むAPIに応じて以下のメニューを選択してください。

・ フローの実行を組み込む場合

[バッチ実行基盤のAPI組み込み] > [フローの起動/フローの結果取得]を選択します。

詳細は、“9.4.1 フローを実行するAPIの組み込み”を参照してください。

・ 処理結果の取得を組み込む場合

[バッチ実行基盤のAPI組み込み] > [フローの結果取得]を選択します。

詳細は、“9.4.2 フローの結果取得APIの組み込み”を参照してください。

9.4.1 フローを実行するAPIの組み込み

フローの実行から処理結果の取得までを組み込む場合の手順を以下に示します。

9.4.1.1 組み込み手順

フローの実行から処理結果の取得までを組み込む場合の手順を以下に示します。

1. フロー実行APIを組み込むJavaソースを[パッケージエクスプローラ]ビューから選択し、Javaエディタで開きます。

2. メソッド内でAPIを組み込む箇所にカーソルを合わせ、コンテキストメニューから[バッチ実行基盤のAPI組み込み] > [フローの起

動/フローの結果取得]を選択します。
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3. [バッチ実行基盤のAPI組み込み]ウィザードを起動し、[フロー定義名(バッチ実行基盤)選択]画面が表示されます。

4. フロー定義名を選択します。

－ [ファイル]を選択した場合は、[フロー定義ファイル名]にフロー定義ファイル名を絶対パスで入力します。

－ [プロジェクト]を選択した場合は、[プロジェクト]にプロジェクト名を入力します。
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5. [フロー定義名(バッチ実行基盤)選択]画面で[プロジェクト]を選択し[次へ]をクリックすると[フロー定義ファイル(バッチ実行基盤)
一覧]画面が表示されます。

[ファイル]を選択した場合は一覧画面の操作は省略されます。

6. フロー定義ファイルを選択し、[次へ]をクリックします。
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7. [フロー定義ファイル(バッチ実行基盤)]画面で[次へ]をクリックした場合、または[フロー定義名(バッチ実行基盤)選択]で[ファイ

ル]を選択し[次へ]をクリックした場合に、[APIの設定]画面が表示されます。

フローの起動に必要な情報を設定します。

8. 処理結果を取得するAPIを組み込むかどうかを選択します。

処理結果を取得するAPIを組み込まない場合は、フローの結果を取得することはできません。

9. 次の設定画面に進むか、ウィザードを終了するか選択します。

－ [終了]をクリックすると、ウィザードを終了します。

[APIの設定]画面以降で、[終了]をクリックすることが可能です。

－ [次へ]をクリックすると、[業務データ一覧]画面が表示されます。
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10. 値を設定する業務データをチェックします。
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11. [次へ]をクリックすると、[プロパティ設定]画面が表示されます。

12. [次へ]をクリックすると、[プロパティ設定]画面が表示されます。

13. フローのタイムアウト時間を設定します。

－ [無制限]を選択した場合は、時間の設定は行いません。

－ [指定]を選択した場合には、[フローのタイムアウト時間]に数値を入力します。

1～2147483647秒の範囲で設定できます。

14. [終了]をクリックすると、Javaエディタ上のカーソル位置にフローを実行するソースが挿入されます。

ソースの「//TODO・・・」というコメントが記述された箇所の処理を、必要に応じて修正します。挿入されるソースのインデントは、

カーソル行のインデントが基準になります。

挿入される雛形ソースについては、次に説明します。
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9.4.1.2 雛形ソース
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フロー実行時の挿入されたソースの記述

業務処理開始アプリケーションにおいて、com.fujitsu.interstage.apfw.batch.ra.ApfwJBInteratctionSpecクラスのsetExecutionTypeメソッ

ドで実行形態を指定後、javax.resource.cci.Interactionクラスのexecuteメソッドを用いることによりフローは実行されます。フローの実行

結 果 を 取 得 す る パ タ ー ン と 取 得 し な い パ タ ー ン を 選 択 で き ま す 。 実 行 結 果 を 取 得 す る 場 合 は 、 実 行 形 態

に“APFW_SUB_FLOW_RESULT”を指定します。実行結果を取得しない場合は、実行形態に“APFW_SUB_FLOW”を指定します。

メソッドの復帰値はboolean値になります。

executeメソッドを使用する場合の手順は、JCAの処理に従った以下となります。

 
[初期処理]

・ com.fujitsu.interstage.apfw.batch.ra.ApfwJBConnectionFactoryオブジェクトの作成

ConnectionFactoryインターフェースを実装したクラスです。 初に、このクラスのオブジェクトを生成することから始めます。

・ javax.resource.cci.Connectionオブジェクトの作成

Connectionのクラスを生成します。

・ com.fujitsu.interstage.apfw.batch.ra.ApfwJBRecordFactoryオブジェクトの作成

RecordFactoryインターフェースを実装したクラスです。

・ javax.resource.cci.LocalTransactionオブジェクトの作成

LocalTransactionのクラスを生成します。

・ com.fujitsu.interstage.apfw.batch.ra.ApfwJBMappedRecordオブジェクトの作成

入力用と出力用のレコードをMappedRecordクラスから生成します。

 
[プロパティ設定]

フロー起動に用いるプロパティを設定します。設定項目は以下のとおりです。

・ 実行形態

setExecutionTypeメソッドでフローを起動する場合、“APFW_SUB_FLOW”または“APFW_SUB_FLOW_RESULT”を指定します。

・ フロー定義名

setFlowNameメソッドで、起動するフロー定義名を指定します。

・ フロー名

フロー名を指定する場合、setAliasNameメソッドで、フロー名を指定します。

なお、ファイル管理機能を利用するフローを実行する場合、フロー名は以下である必要があります。

文字数 1～63文字

使用可能文字 半角英文字（大文字と小文字の区別あり）、半角数字、

半角アンダースコア（_）、半角ハイフン（-）
ただし、先頭に半角ハイフン(-)は指定不可。
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・ リソースユニット名

フローを特定のリソースユニットで実行する場合、setResourceUnitメソッドで、リソースユニット名を指定します。

・ リソースグループ名

フローを特定のリソースグループで実行する場合、setResourceGroupNameメソッドで、リソースグループ名を指定します。

・ フローのタイムアウト時間

setFlowTimeoutメソッドで、フローの起動からフローの終点のステップがフローを処理するまでの有効期間を設定します。有効期間

内にフローの終点のステップに到達しない場合、実行したフローは自動的に停止します。

0秒を指定した場合はフローのタイムアウトなしの扱いとなります。メソッドを実行しなかった場合の初期値は0(フローのタイムアウト

なし)です。

・ 実行結果の有効期間

処理結果を取得する場合に、setExpirationメソッドでフローの実行結果を保持しておく期間を設定します。実行結果を有効期間内

に取得しなかった場合は、実行結果は削除されます。メソッドを実行しなかった場合の初期値は0秒（有効期間は無期限）です。

フローの結果取得APIを組み込んだ場合のプロパティ設定については、“フローの結果取得APIの組込み”の“[プロパティ設定]”を参

照してください。

 
[業務データの初期データ設定]

フロー実行時に業務データを設定する必要がある場合、入力用のレコードにputメソッドを用いて業務データの初期データを設定しま

す。

初期データが設定されていない業務データは、フロー実行依頼時に以下の値が設定されます。

データ型 値

String null

Byte 0

Short 0

Integer 0

Long 0

Float 0.0

Double 0.0

Boolean false

配列型 null

ユーザー定義型情報 null

バイナリ（注） null

注）バイナリは、Javaのデータ型では byte[] になります。

 
[フローの実行]

トランザクションを開始し、フローを実行します。

・ トランザクションの開始

beginメソッドによりフロー起動のトランザクションを開始します。

・ フローの実行

executeメソッドにより、プロパティ設定および初期業務データの設定で作成したメッセージを使用してフローを実行します。

executeメソッドのパラメーターを以下に示します。

－ InteractionSpec ispec
実行する処理に関する設定情報です。詳細は、“[プロパティ設定]”を参照してください。

－ ApfwJBMappedRecord input
業務データの初期データを設定する入力レコードです。
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－ ApfwJBMappedRecord output
フローの実行によって得られた出力情報が格納されるレコードです。フローの実行時にはなにも格納されません。

・ トランザクションの終了または取り消し

commitメソッドによりフロー実行を確定します。または、rollbackメソッドによりフローの実行を取り消します。

 
[終了処理]

アプリケーションを終了する場合、以下の処理を行います。

・ Interactionのクローズ

closeメソッドにより、Interactionオブジェクトをクローズします。

・ Connectionのクローズ

closeメソッドにより、Connectionオブジェクトをクローズします。

 
[異常発生時の対処]

フロー実行時における異常の原因の特定と対処については、“10.4.2 フローの異常”を参照してください。

9.4.2 フローの結果取得APIの組み込み

フローの結果を取得するAPIを組み込む場合の手順を以下に示します。

9.4.2.1 組み込み手順

フローの結果を取得するAPIを組み込む場合の手順を以下に示します。

1. フロー実行APIを組み込むJavaソースを[パッケージエクスプローラ]ビューから選択し、Javaエディタで開きます。

2. メソッド内で組み込む箇所にカーソルを合わせ、コンテキストメニューから[バッチ実行基盤のAPI組み込み] > [フローの結果取

得]を選択します。

3. [バッチ実行基盤のAPI組み込み]ウィザードが起動し、[フロー定義名(バッチ実行基盤)選択]画面が表示されます。
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4. フロー定義名を選択します。

選択方法は、フローの起動から処理結果の取得までを組み込む場合に起動するウィザード画面と同様になります。詳細につい

ては、“9.4.1 フローを実行するAPIの組み込み”を参照してください。

5. ウィザードの[終了]をクリックすると、Javaエディタ上のカーソル位置に処理結果を取得するソースが挿入されます。ソースの「//
TODO・・・」というコメントが記述された箇所の処理を、必要に応じて修正します。挿入されるソースのインデントは、カーソル行の

インデントが基準になります。

挿入される雛形ソースについては、次に説明します。

9.4.2.2 雛形ソース
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フローの実行結果の取得方法

実行結果を取得するには、フローの実行が終了している必要があります。フローがまだ実行中の状態のときにフローの実行結果を取

得した場合、復帰値はfalseになります。

com.fujitsu.interstage.apfw.batch.ra.ApfwJBInteratctionSpec ク ラ ス の setExecutionType メ ソ ッ ド で 実 行 形 態

に“APFW_RESULT_FLOW”を指定後、javax.resource.cci.Interactionクラスのexecuteメソッドを用いて行います。

実行結果は、createJBMappedRecordメソッドで作成した出力用レコードのオブジェクトとして取得されます。

フローの実行結果の取得は、“フロー定義名”、“フロー名”の2つの値のどちらか一方を指定するか、各値を組み合わせて複合条件と

して指定することで取得することができます。このとき、複数の実行結果が取得条件に該当した場合、 初に該当した実行結果1件が

取得されます。

なお、フローを実行したアプリケーション以外であっても、フロー実行APIで起動したフローであれば、フローの実行結果を取得するこ

とができますが、コマンドから実行したフローの実行結果を取得することはできません。

 
[初期処理]

・ com.fujitsu.interstage.apfw.batch.ra.ApfwJBConnectionFactoryオブジェクトの作成

ConnectionFactoryインターフェースを実装したクラスです。 初に、このクラスのオブジェクトを生成することから始めます。

- 183 -



・ javax.resource.cci.Connectionオブジェクトの作成

Connectionのクラスを生成します。

・ com.fujitsu.interstage.apfw.batch.ra.ApfwJBRecordFactoryオブジェクトの作成

RecordFactoryインターフェースを実装したクラスです。

・ javax.resource.cci.LocalTransactionオブジェクトの作成

LocalTransactionのクラスを生成します。

com.fujitsu.interstage.apfw.batch.ra.ApfwJBMappedRecordオブジェクトの作成

入力用と出力用のレコードをMappedRecordクラスから生成します。

 
[プロパティ設定]

フローの実行結果取得に用いるプロパティを設定します。設定項目は以下のとおりです。

・ 実行形態

setExecutionTypeメソッドでフローの結果取得を行う場合、“APFW_JB_RESULT”を指定します。

・ 結果取得待ち時間

setExecutionTimeoutメソッドで結果取得の待ち合わせ時間（秒）を設定します。待ち合わせ時間内に結果が取得できなかった場

合は、処理結果が存在しなかったとしてfalseが返却されます。

メソッドを実行しなかった場合の初期値は0（待ち時間は無期限）です。

アプリケーションサーバにInterstageを使用する場合、-tオプションに指定した時間は、イベントサービスの“Mixedモデルのイベント

データの待ち合わせ時間（秒）”に依存します。

・ フロー定義名

結果取得をフロー定義名で行う場合は、setFlowNameメソッドで指定します。

・ フロー名

結果取得をフロー名で行う場合は、setAliasNameメソッドで指定します。

 
[実行結果の取得]

トランザクションを開始し、実行結果を取得します。

・ トランザクションの開始

beginメソッドによりフロー起動のトランザクションを開始します。

・ 実行結果の取得

executeメソッドにより、プロパティ設定で作成したメッセージを使用して実行結果の取得を行います。

executeメソッドのパラメーターを以下に示します。

－ InteractionSpec ispec
実行する処理に関する設定情報です。詳細は、“[プロパティ設定]”を参照してください。

－ ApfwJBMappedRecord input
業務データの初期データを設定する入力レコードです。フローの実行結果取得時には、inputに業務データを設定する必要

はありません。

－ ApfwJBMappedRecord output
フローの実行によって得られた出力情報が格納されるレコードです。

・ トランザクションの終了または取り消し

commitメソッドによりフロー実行を確定します。または、rollbackメソッドによりフローの実行を取り消します。

 
[終了処理]

アプリケーションを終了する場合、以下の処理を行います。

・ Interactionのクローズ

closeメソッドにより、Interactionオブジェクトをクローズします。

・ Connectionのクローズ

closeメソッドにより、Connectionオブジェクトをクローズします。
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[異常発生時の対処]

フロー実行時における異常の原因の特定と対処については、“10.4.2 フローの異常”を参照してください。

9.5 フロー実行APIの設定

組み込んだフロー実行APIを編集します。編集が必要な部分は、Javaソースに[TODO]コメントが挿入されています。値を設定する項

目を以下に示します。

・ フローの実行に必要なパラメーター

・ フローの実行結果取得に必要なパラメーター

・ 業務データの初期データ

値の設定はInterstage StudioのJavaエディタで行います。Javaエディタの詳細については、Interstage Studioのヘルプ一覧から“Java開
発ユーザガイド”の“概念”の“Javaエディタ”を参照してください。

フロー実行APIの詳細は、“第17章 APIリファレンス”を参照してください。

フロー実行APIでは、スレッドセーフになるように設計されています。

このため、複数のスレッドでConnectionクラスのインスタンスを共有した場合、以下のメソッドで待ち合わせが発生します。

・ Connection.close

・ Connection.createInteraction

・ Connection.getLocalTransaction

・ Interaction.close

・ Interaction.execute

・ LocalTransaction.begin

・ LocalTransaction.commit

・ LocalTransaction.rollback

 
フローの実行に必要なパラメーターを指定する

“フローの起動APIの組込み”を行った場合、フローを起動する情報として、“APIの実行形態(必須)”、“フロー定義名(必須)”、“フロー名

(任意)”、“リソースユニット名(任意)”および“フローのタイムアウト時間(任意)”を指定する必要があります。

APIを組み込むと、以下のソースが挿入されています。

// フローの実行方法を指定します。

interSpec.setExecutionType(ApfwJBInteractionSpec.APFW_SUB_FLOW_RESULT);

// 実行するフロー定義名を指定します。

interSpec.setFlowName("BusinessFlow01");

// TODO フロー名をString型で指定してください。(省略可)

// interSpec.setAliasName("");

// TODO リソースユニット名をString型で指定してください。(省略可)

// interSpec.setResourceUnit("");

// フロータイムアウト時間(秒)を指定します。

interSpec.setFlowTimeout(0);

 
フローの結果取得に必要なパラメーターを指定する

“フローの結果取得APIの組み込み”を行った場合、フローの結果を取得する情報として、“APIの実行形態(必須)”、“結果取得待ち時間

(任意)”、および“フロー定義名(選択)”または“フロー名(選択)”を指定する必要があります。

フロー定義名とフロー名はどちらか一方または、両方を指定する必要があります。

APIを組み込むと、以下のソースが挿入されています。
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// フローの結果取得を指定します。

interSpec.setExecutionType(ApfwJBInteractionSpec.APFW_RESULT_FLOW);

// 結果取得待ち時間(秒)を指定します。

interSpec.setExecutionTimeout(60);

// TODO 結果取得をフロー定義名で行う場合、フロー定義名をString型で指定してください。

interSpec.setFlowName("BusinessFlow01");

// TODO 結果取得をフロー名で行う場合、フロー名をString型で指定してください。

// interSpec.setAliasName("");

 
業務データの初期データを設定する

フロー実行APIを組み込むと、以下の業務データ設定ソースが挿入されています。

業務データの型 メソッド 規定値

String put null

String配列 null

Byte (byte)0

Byte配列 null

Short (short)0

Short配列 null

Integer 0

Integer配列 null

Long 0L

Long配列 null

Float 0.0f

Float配列 null

Double 0.0d

Double配列 null

Boolean false

Boolean配列 null

ユーザー定義型情報 null

バイナリ null

業務データ設定ソースの例を以下に示します。

// 入力用Recordを作成します。

ApfwJBMappedRecord input = rf.createJBMappedRecord(null);

// 業務データの初期データ設定を行います。

// TODO 業務データ"要素A"の値をString型で指定してください。

input.put("要素A", "");

// TODO 業務データ"要素B"の値をInteger型で指定してください。

input.put("要素B", new Integer(0));

// TODO 業務データ"要素C"の値をLong型で指定してください。

input.put("要素C", new Long(0L));

- 186 -



9.6 業務処理開始アプリケーションのエラー処理

業務処理開始アプリケーションで利用するフロー実行APIを実行したときの、メソッドの動作に従ってエラー処理を記述します。

フロー実行APIを実行したときのメソッドの動作は、“APIを実行したときのメソッドの動作”を参照してください。

フロー実行APIの詳細は、“第17章 APIリファレンス”を参照してください。

フロー実行APIのエラー処理記述を以下に示します。

・ com.fujitsu.interstage.apfw.batch.ra.ApfwJBResourceExceptionのハンドリング

・ フローを実行した結果のハンドリング

 
com.fujitsu.interstage.apfw.batch.ra.ApfwJBResourceExceptionのハンドリング

フロー実行APIを組み込むと、以下のソースが挿入されています。

APIを実行したときに例外が発生した場合の処理をTODO部に記述します。

} catch (ResourceException resourceException) {

    // トランザクションをロールバックします。

    if (tran != null) {

        try {

            tran.rollback();

        } catch (ResourceException exception) {

            exception.printStackTrace();

        }

    }

    // TODO エラー処理を記述してください。

}

 
フローを実行した結果のハンドリング

フロー実行APIを組み込むと、以下のソースが挿入されています。

処理結果を取得したときの処理を記述します。TODO部に処理を記述します。

処理結果を取得するAPIの動作については、“APIを実行したときのメソッドの動作”の“処理結果を取得する場合のAPIの動作”を参

照してください。

if (receive) {

    ApfwJBFlowResult rst = (ApfwJBFlowResult) output

            .get(ApfwJBFlowResult.APFW_JB_RESULT);

    int kind = rst.getEndStatus();

    if (kind == ApfwJBFlowResult.KIND_SUCCESS) {

        // TODO 正常時の処理を記述してください。

    } else if (kind == ApfwJBFlowResult.KIND_ERROR_ABNORMAL) {

        // TODO フローが異常終了した場合の処理を記述してください。

    } else if (kind == ApfwJBFlowResult.KIND_ERROR_CANCEL) {

        // TODO フローがキャンセルされた場合の処理を記述してください。

    } else if (kind == ApfwJBFlowResult.KIND_ERROR_TIMEOUT) {

        // TODO フローがタイムアウトした場合の処理を記述してください。

    } else if (kind == ApfwJBFlowResult.KIND_ERROR_FORCEDSTOP) {

        // TODO フローが強制終了された場合の処理を記述してください。

    } else if (kind == ApfwJBFlowResult.KIND_ERROR_FLOWEXEC) {

        // TODO フローの起動に失敗した場合の処理を記述してください。

    }

} else {

    // TODO 処理結果が存在しない場合の処理を記述してください。

}

フローを実行した結果として異常が発生した場合、com.fujitsu.interstage.apfw.batch.ra.ApfwJBFlowResultクラスの各メソッドを使って、

情報を取得することができます。取得できる情報を以下に示します。
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異常情報の種類 メソッド 詳細

フロー実行結果 getEndStatus フローの実行結果です。

エラーコード getErrorCode エラーの種別を判別するためのコー

ドです。

エラーメッセージ getErrorMessage エラーの内容を示すメッセージで

す。

エラー発生サーバ名 getErrorServerName エラーが発生したサーバ名です。

 
APIを実行したときのメソッドの動作

業務処理開始アプリケーションで利用するフロー実行APIを実行したときの、メソッドの動作について説明します。APIを実行した結果

を考慮してエラー処理を記述するなどの編集を行う必要があります。

 
フローを実行する場合のAPIの動作

フローを実行する場合のAPIを以下に示します。

・ フロー実行API(executeメソッド)

フローを実行するAPIの動作を以下に示します。

メソッドの動作 フロー実行API
(executeメソッド)

フローの実行に成功

した場合

正常(true)を返却します。

フローの実行に成功した後にバッチ実行基盤(Java)にてエラーが発生すること

があります。エラー情報は[フローの実行に成功した場合]に従って取得します。

詳細については“フローを実行した結果のハンドリング”を参照してください。

フローの実行に失敗

した場合

異常(false)を返却します。

 
処理結果を取得する場合のAPIの動作

処理結果を取得する場合のAPIを以下に示します。

・ 結果取得API(executeメソッド)

処理結果を取得する場合のAPIの動作を以下に示します。

メソッドの動作 結果取得API
（executeメソッド）

処理結果の取得に成

功した場合

(フローは正常終了)

正常(true)を返却します。

処理結果は、executeメソッドの引数(MappedRecord output)オブジェクトに設

定されます。

処理結果については、“フローを実行した結果のハンドリング”に従って、解析

してください。

処理結果の取得に成

功した場合

(フローは異常終了)

処理結果の取得に失

敗した場合

異常(false)を返却します。

・ ユーザーがパラメーターで指定したフロー定義名またはフロー名に誤りが

ある

・ 業務処理実行アプリケーションが、ハングなどの事象により処理を返さな

い

・ フローがまだ実行中の状態
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メソッドの動作 結果取得API
（executeメソッド）

処理結果を再取得するためには、結果取得(executeメソッド)の再発行が必要

です。

9.7 業務処理開始アプリケーションのビルド

業務処理開始アプリケーションをビルドします。

Interstage Studioを利用した場合、[自動的にビルド]を有効にすることにより、プロジェクト内の業務処理開始アプリケーションのビルド

を自動的に行うことができます。

[自動的にビルド]が無効となっている場合は、以下の方法でプロジェクト内の業務処理開始アプリケーションをビルドします。

・ プロジェクトを選択し、プロジェクトのコンテキストメニューから[プロジェクトのビルド]を実行します。

・ Interstage Studioのメニューから[プロジェクト] > [プロジェクトのビルド]を実行します。

ビルドの詳細は、“Interstage Studioユーザーズガイド”を参照してください。

9.8 業務処理開始アプリケーションの配備

業務処理開始アプリケーションをEJBやWebアプリケーションで作成した場合は、ビルドで作成した資産を配備します。また、配備した

業務処理開始アプリケーションが不要となった場合は、配備解除します。資産を配備/配備解除するには、以下の方法があります。

・ Interstage Studioの配備機能を使用して資産を配備/配備解除する

・ ijsdeploymentコマンドを使用して資産を配備/配備解除する

・ Interstage管理コンソールを利用して資産を配備/配備解除する

Interstage Studioの配備機能を使用して資産を配備/配備解除する方法についての詳細は、“Interstage Studioユーザーズガイド”を参

照してください。

ijsdeploymentコマンドを使用して資産を配備/配備解除する方法についての詳細は、“Interstage Application Server リファレンスマニュアル

(コマンド編)”を参照してください。

Interstage管理コンソールを利用して資産を配備/配備解除する方法についての詳細は、Interstage管理コンソールのヘルプを参照して

ください。

業務処理開始アプリケーションを実行するには、フロー実行APIを使用するための環境設定が必要です。業務処理開始アプリケーショ

ンを配備したワークユニット(IJServer)に対して、Interstage管理コンソールを使用して設定してください。必要な設定については、“D.2
業務処理開始アプリケーションの環境設定（IJServerに配備する場合）”、および“D.4 業務処理開始アプリケーションのトランザクション

タイムアウト”を参照してください。

9.9 業務処理開始アプリケーションをスタンドアロンで使用する場合の環境
設定

業務処理開始アプリケーションをスタンドアロンで使用する場合は、フロー実行APIを使用するための環境設定が必要です。必要な設

定については、“D.3 業務処理開始アプリケーションの環境設定（スタンドアロン）”、および“D.4 業務処理開始アプリケーションのトラ

ンザクションタイムアウト”を参照してください。
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第4部 運用

第10章 バッチ実行環境の運用.......................................................................................................................191
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第10章 バッチ実行環境の運用

バッチ実行環境の運用の開始から停止までの手順を説明します。

バッチ実行環境（Java）で使用するコマンドおよびコマンドの格納先については、“第16章 コマンドリファレンス”を参照してください。

Interstageのコマンドおよびコマンドの格納先については、“Interstage Application Server リファレンスマニュアル(コマンド編)”を参照し

てください。

10.1 運用の開始

バッチ実行環境の運用の開始、フローの実行による運用、および運用の停止の手順を、以下に示します。

10.1.1 データベースの起動

アプリケーションでデータベースを使用する場合は、データベースを起動してください。データベースの起動方法については、使用す

るデータベースのマニュアルを参照してください。

10.1.2 Interstageの起動

Interstageを以下の順序で起動します。

 
JMXサービスの起動  

JMXサービスを起動します。

JMXサービスを起動するコマンドを以下に示します。

/opt/FJSVisgui/bin/ismngconsolestart

ismngconsolestartコマンドの詳細については、“Interstage Application Server リファレンスマニュアル（コマンド編）”を参照してください。
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Interstageの起動

Interstageを起動します。

Interstageを起動するコマンドを以下に示します。

isstart

isstartコマンドの詳細については、“Interstage Application Server リファレンスマニュアル（コマンド編）”を参照してください。

10.1.3 フロー実行環境の起動

フロー実行環境（リソースユニット、バッチマネージャー）を以下の順序で起動します。

 
リソースユニットの起動

apfwstartunitコマンドでリソースユニットを起動します。“UNIT”は起動するリソースユニットの名前です。

apfwstartunit UNIT

apfwstartunitコマンドの詳細については、“16.8 apfwstartunit”を参照してください。

 
バッチマネージャーの起動

apfwstartmngrコマンドでバッチマネージャーを受付開始モードで起動します。

apfwstartmngr -o

apfwstartmngrコマンドの詳細については、“16.12 apfwstartmngr”を参照してください。

10.1.4 フロー実行環境の状態確認

フロー実行環境の状態確認は、apfwinfounitコマンド(リソースユニット稼動状態表示コマンド)で行います。

apfwinfounit

apfwinfounitコマンドが出力する内容から以下のことが確認できます。

1. リソースユニットの名前と稼動状態

2. バッチマネージャーの存在

以下に、次のようなフロー実行環境が作成されている状態において、apfwinfounitコマンド(リソースユニット稼動状態表示コマンド)を実

行した場合の出力例を示します。

・ フロー実行環境が、バッチマネージャーと4つのリソースユニット（UNIT1、UNIT2、UNIT3、UNIT4）で構成

・ リソースユニットUNIT1、UNIT2、UNIT4は稼動中、リソースユニットUNIT3は停止中の状態

・ フロー実行環境が作成されているサーバのホスト名はserver1、IPアドレスは192.168.143.175

 
バッチマネージャーとリソースユニットが存在する場合

以下のような情報が標準出力に出力されます。

ResourceUnit State    HostName                 

-----------------------------------------------

UNIT1        active   server1(192.168.143.175) 

UNIT2        active   server1(192.168.143.175) 

UNIT3        inactive -                        

UNIT4        active   server1(192.168.143.175) 

-----------------------------------------------

- 192 -



・ ResourceUnit；リソースユニットの名前です。

・ State；リソースユニットの起動状態を表します。

active ：稼動中

inactive：停止中(注1)
close ：フロー実行の受付停止中

・ HostName；リソースユニットが稼動しているホストの名前とIPアドレスです。

(注1)“停止中”となる理由は以下が考えられます。

・ apfwstopunitコマンドでリソースユニットを停止した。

・ リソースユニットが何らかの理由で異常終了している。

・ リソースユニットからの情報取得に失敗した。

apfwstopunitコマンドで故意にリソースユニットを停止していない場合は、システムログ（Windowsの場合はイベントログ）に記録されて

いるエラーを確認し、“第8部 メッセージ集”の記載に従ってエラーの対処を行ってください。

 
バッチマネージャーだけが存在し、リソースユニットが1つも存在しない場合

以下のメッセージが標準エラー出力に出力されます。

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28642: リソースユニットは存在しません

apfwrmunitコマンドで故意にリソースユニットを削除していない場合は、システムログ（Windowsの場合はイベントログ）に記録されてい

るエラーを確認し、“第8部 メッセージ集”の記載に従ってエラーの対処を行ってください。

 
バッチマネージャーが存在しない場合

以下のメッセージが標準エラー出力に出力されます。

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28654: バッチマネージャーが存在しません

apfwrmmngrコマンドで故意にバッチマネージャーを削除していない場合は、システムログ（Windowsの場合はイベントログ）に記録さ

れているエラーを確認し、“第8部 メッセージ集”の記載に従ってエラーの対処を行ってください。

 
バッチマネージャーが起動していない場合

以下のメッセージが標準エラー出力に出力されます。

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28655: バッチマネージャーが起動していません

apfwstopmngrコマンドで故意にバッチマネージャーを停止していない場合は、システムログ（Windowsの場合はイベントログ）に記録さ

れているエラーを確認し、“第8部 メッセージ集”の記載に従ってエラーの対処を行ってください。

10.2 フローの実行と実行結果の確認

フローの実行からフローの実行結果の確認までの手順を説明します。
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10.2.1 フローの実行と状態確認

ここでは、フローの実行方法と、フローの実行状態の確認方法について説明します。

10.2.1.1 フローの実行方法

以下にフローの実行方法について説明します。

 
apfwsubflowコマンドの利用（一括処理型）

apfwsubflowコマンドを利用した一括処理型のフローの実行方法には、以下の2種類があります。

・ apfwsubflowコマンドを利用者が直接実行する方法

・ ジョブスケジューラーを利用して夜間などにapfwsubflowコマンドを実行する方法

以下にapfwsubflowコマンドを利用者が直接する場合の例を示します。

フロー定義名：BusinessFlow
フロー名：Flow1
フローを実行するリソースユニットの名前：UNIT

apfwsubflow -f BusinessFlow -n Flow1 -runit UNIT

なお、フローの分散実行機能を利用する場合には、リソースユニット名の代わりにリソースグループ名を指定します。

フローを実行するリソースグループの名前：GROUP

apfwsubflow -f BusinessFlow -n Flow1 -rgroup GROUP

apfwsubflowコマンドの詳細は、“16.1 apfwsubflow”を参照してください。

ジョブスケジューラーを利用してapfwsubflowコマンドを実行する方法については、“付録B Systemwalker Operation Managerとの連

携”を参照してください。

 
フロー実行APIの利用（オンデマンド型）

業務処理開始アプリケーションからフロー実行APIを使用してフローを実行します。業務処理開始アプリケーションの作成方法につい

ては“第9章 業務処理開始アプリケーションの作成”を、フロー実行APIについては“第17章 APIリファレンス”を参照してください。

10.2.1.2 フローの状態確認

フローの状態を確認するには、フロー状態表示コマンド（apfwinfoflowコマンド）を実行します。

 
フローの一覧表示

フローの状態をまとめて確認する場合に使用します。コマンドの実行例を以下に示します。

apfwinfoflow

以下にフローの一覧の表示例を示します。

ここでは、Windowsの例として、ユーザー名を“Administrator”としています。

FlowName CorrelationID ResourceUnit State           StartTime           UserName      

--------------------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Executing       2008/06/13 13:25:48 Administrator 

Flow1    Flow1_00005   UNIT1        Executing       2008/06/15 14:18:25 Administrator 

Flow2    Flow2_00003   UNIT1        AbnormalEnd     2008/06/14 23:15:52 Administrator 

Flow2    Flow2_00006   UNIT1        TimeOut         2008/06/15 15:53:22 Administrator 

Flow3    Flow3_00002   UNIT2        Waiting(cancel) 2008/06/14 13:22:33 Administrator 

Flow4    Flow4_00004   UNIT2        Canceled        2008/06/15 14:17:22 administrator 

--------------------------------------------------------------------------------------
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フローの詳細表示

特定のフロー実行状況の詳細を確認する場合に使用します。以下にコリレーションIDが“Flow1_00001”のフローの詳細を確認する例

を示します。

apfwinfoflow -l Flow1_00001

以下にコリレーションIDが“Flow1_00001”のフローの詳細表示例を示します。

ここでは、Windowsの例として、ユーザー名を“Administrator”としています。

FlowName CorrelationID ResourceUnit State     StartTime           UserName      

--------------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Executing 2008/06/15 14:17:22 Administrator 

--------------------------------------------------------------------------------

CurrentAplName Timeout FlowDefName   CmdStartServer           ExecLogPath      

-------------------------------------------------------------------------------

Application    600     BusinessFlow1 server1(192.168.143.175) C:\flowlog\Flow1 

-------------------------------------------------------------------------------

apfwinfoflowコマンドの詳細については、“16.4 apfwinfoflow”を参照してください。

10.2.2 フローの実行結果の確認

フローの実行結果の確認方法は、フローの実行方法によって異なります。

一括処理型で実行したフローの場合は、実行ログで実行結果を確認します。オンデマンド型のフローは、フロー実行APIによる結果取

得、または簡易実行ログで実行結果を確認します。実行ログ、および簡易実行ログの詳細については、“2.3.7 ログの出力”を参照して

ください。

10.2.2.1 apfwsubflowコマンド(一括処理型)の場合

一括処理型のフローは、実行ログで実行結果を確認します。

実行ログは、リソースユニットの実行ログ出力先に格納されます。さらに、apfwsubflowコマンド（フロー起動コマンド）の-pオプションで

ファイルを指定した場合は、そのファイルにも実行ログが格納されます。

格納先から対象の簡易実行ログのファイルを、エディタなどで確認してください。

apfwsubflowコマンドについては、“16.1 apfwsubflow”を参照してください。

リソースユニットの実行ログ出力先および出力内容については、“2.3.7 ログの出力”を参照してください。

10.2.2.2 フロー実行API(オンデマンド型)の場合

オンデマンド型のフローは、フロー実行APIによる結果取得、または簡易実行ログで実行結果を確認します。

簡易実行ログはリソースユニットの簡易実行ログ出力先に格納されます。

格納先から対象の簡易実行ログのファイルを、エディタなどで確認してください。

フロー実行APIについては“第17章 APIリファレンス”を、簡易実行ログについては“2.3.7 ログの出力”を参照してください。

10.2.3 フローの操作手順

実行したフローに対して、以下の操作を行うことができます。

・ フローのキャンセル

・ フローの再実行

・ フローの削除

 
フローのキャンセル

フローの実行を中断する場合に、フローのキャンセルを行います。

詳細については“2.3.3 フローのキャンセル”を参照してください。
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フローの再実行

異常終了したフローは、異常となった原因を取り除いた後で再実行できます。またキャンセルしたフロー、およびタイムアウトで終了し

たフローも再実行できます。フローを再実行すると、中断したアクティビティからフローが再開されます。

詳細については“2.3.4 フローの再実行”を参照してください。

 
フローの削除

異常終了、キャンセル、およびタイムアウトで終了したフローは、バッチマネージャーがフローを再実行するための情報を保持しています

（保持しているフローの情報はapfwinfoflowコマンドで確認できます）。

保持できるフローの数の上限値は3000です。上限値に達した時点で、バッチマネージャーは新たなフローの実行受付を拒否します。

再実行しないフローはapfwrmflowコマンドで削除してください。

フローを削除する、apfwrmflowコマンドの形式を以下に示します。Flow1_00001は削除するフローのコリレーションIDです。

apfwrmflow Flow1_00001

apfwrmflowコマンドの詳細については、“16.3 apfwrmflow”を参照してください。

10.2.4 リソースユニットの運用操作

リソースユニットに対して、以下の操作を行うことができます。

・ リソースユニットの閉塞

・ リソースユニットの閉塞解除

・ リソースユニットの閉塞状態の表示

 
リソースユニットの閉塞

任意のリソースユニットに対してフローの受付を抑止したい場合は、リソースユニットの閉塞を行います。リソースユニットを閉塞すると実

行中のフローは完了するまで実行しますが、フローの新規受付はリソースユニットの閉塞解除を行うまで抑止されます。

なお、リソースユニットが属するリソースグループが閉塞されると当該リソースユニットも自動的に閉塞されます。

リソースユニットを閉塞する、apfwjbchgblockコマンドの形式を以下に示します。UNITは閉塞するリソースユニットです。apfwjbchgblock
コマンドの詳細については、“16.24 apfwjbchgblock”を参照してください。

apfwjbchgblock -runit UNIT -mode close

 
リソースユニットの閉塞解除

閉塞したリソースユニットに対してフローの受付を再開したい場合は、リソースユニットの閉塞解除を行います。リソースユニットを閉塞

解除すると当該リソースユニットに対してフローの新規受付が行われます。

なお、リソースユニットが属するリソースグループが閉塞解除されると当該リソースユニットも自動的に閉塞解除されます。

リソースユニットを閉塞解除する、apfwjbchgblockコマンドの形式を以下に示します。UNITは閉塞解除するリソースユニットです。

apfwjbchgblockコマンドの詳細については、“16.24 apfwjbchgblock”を参照してください。

apfwjbchgblock -runit UNIT -mode open

 
リソースユニットの閉塞状態の表示

リソースユニットの閉塞状態を確認する場合は、apfwjbcnfgrpコマンドを使用します。

リソースユニットの閉塞状態を表示する、apfwjbcnfgrpコマンドの形式を以下に示します。下記例では、各リソースユニットの状態は次

のとおりです。apfwjbcnfgrpコマンドの詳細については、“16.23 apfwjbcnfgrp”を参照してください。

・ UNIT1は、リソースユニットが閉塞解除状態です。

・ UNIT2は、リソースユニットが閉塞状態です。

# apfwjbcnfgrp -s -rgroup GROUP

ResourceUnit Blockaded

-----------------------
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UNIT1        open

UNIT2        close

-----------------------

10.2.5 リソースグループの運用操作

リソースグループに対して、以下の操作を行うことができます。

・ リソースグループの閉塞

・ リソースグループの閉塞解除

 
リソースグループの閉塞

リソースグループに対してフローの受付を抑止したい場合は、リソースグループの閉塞を行います。リソースグループを閉塞すると当該

リソースグループに属するリソースユニットで実行中のフローは完了するまで実行しますが、フローの新規受付は当該リソースグループ

の閉塞解除を行うまで抑止されます。

なお、リソースグループを閉塞すると当該リソースグループに属するすべてのリソースユニットも自動的に閉塞されます。

リソースグループを閉塞する、apfwjbchgblockコマンドの形式を以下に示します。GROUPは閉塞するリソースグループです。

apfwjbchgblockコマンドの詳細については、“16.24 apfwjbchgblock”を参照してください。

apfwjbchgblock -rgroup GROUP -mode close

 
リソースグループの閉塞解除

閉塞したリソースグループに対してフローの受付を再開したい場合は、リソースグループの閉塞解除を行います。リソースグループを

閉塞解除すると当該リソースグループに対してフローの新規受付が行われます。

なお、リソースグループが閉塞解除されると当該リソースグループに属するすべてのリソースユニットも自動的に閉塞解除されます。

リソースグループを閉塞解除する、apfwjbchgblockコマンドの形式を以下に示します。GROUPは閉塞解除するリソースグループです。

apfwjbchgblockコマンドの詳細については、“16.24 apfwjbchgblock”を参照してください。

apfwjbchgblock -rgroup GROUP -mode open

 
リソースグループの状態表示

リソースグループの状態を確認する場合は、リソースグループの状態表示を行います。

リソースグループの状態を表示する、apfwjbcnfgrpコマンドの形式を以下に示します。下記例では、各リソースグループの状態は次の

とおりです。apfwjbcnfgrpコマンドの詳細については、“16.23 apfwjbcnfgrp”を参照してください。

・ GROUP1は、リソースグループが閉塞解除状態です

・ GROUP2は、リソースグループが閉塞状態です

# apfwjbcnfgrp -s

ResourceGroup Status

--------------------------

GROUP1        open

GROUP2        close

10.3 運用の停止

運用の停止は、以下の手順で行います。

- 197 -



10.3.1 フロー実行環境の停止

フロー実行環境（リソースユニット、バッチマネージャー）を以下の順で停止します。

 
バッチマネージャーの受付停止

バッチマネージャーの受付を停止（新たなフローの実行受付を停止）します。

バッチマネージャーの受付を停止するapfwclosemngrコマンドを実行する形式を以下に示します。

apfwclosemngr

apfwclosemngrコマンドの詳細については、“16.15 apfwclosemngr”を参照してください。

 
バッチマネージャーの停止

バッチマネージャーを停止します。

バッチマネージャーを停止するapfwstopmngrコマンドの形式を以下に示します。

apfwstopmngr

apfwstopmngrコマンドの詳細については、“16.13 apfwstopmngr”を参照してください。

 
リソースユニットの停止

リソースユニットを停止します。

リソースユニットを停止するapfwstopunitコマンドの形式を以下に示します。“UNIT”は停止するリソースユニットの名前です。

apfwstopunit UNIT

apfwstopunitコマンドの詳細については、“16.9 apfwstopunit”を参照してください。

リソースユニットが複数存在する場合は、すべてのリソースユニットを停止してください。

10.3.2 Interstageの停止

Interstageを以下の順で停止します。

 
Interstageの停止

Interstageを停止します。Interstageを停止するコマンドを以下に示します。

isstop -f
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isstopコマンドの詳細については、“Interstage Application Server リファレンスマニュアル(コマンド編）”を参照してください。

 
JMXサービスの停止  

JMXサービスを停止します。JMXサービスを停止するisjmxstopコマンドを以下に示します。

isjmxstop

isjmxstopコマンドの詳細については、“Interstage Application Server リファレンスマニュアル(コマンド編）”を参照してください。

10.3.3 データベースの停止
 

データベースの停止

業務アプリケーションでデータベースを使用する場合は、使用するデータベースを停止してください。

データベースの停止方法については、使用するデータベースのマニュアルを参照してください。

10.4 異常発生時の対処

バッチ実行環境で発生する異常について、原因の特定と対処について説明します。

10.4.1 運用ユーティリティの異常

バッチ実行環境の構築、バッチマネージャーやリソースユニットの開始/停止などの運用操作における異常について説明します。

10.4.1.1 原因の特定と対処

運用ユーティリティの各コマンドで異常が発生した場合、コマンドが異常終了し、標準出力にエラー情報が出力されます。標準出力に

表示されたエラー情報と、以下に記録されたエラー情報（メッセージラベル：FSP_INTS-BAS_AP）を確認してください。

・イベントログ

・システムログ

“第8部 メッセージ集”に記録されたエラー情報が記載されていますので、[ユーザーの対処]の記事に従って、エラー原因の特定と対

処を行ってください。

メッセージラベルがFSP_INTS-BAS_APで、“第8部 メッセージ集”に記載されていないエラー情報については、“Interstage Business
Application Server メッセージ集”を参照してください。

10.4.1.2 エラー対処後の対応

エラー原因を取り除いたら、異常終了した操作を再度、実行してください。

10.4.2 フローの異常

フローの実行、または再実行における異常について説明します。

10.4.2.1 原因の特定と対処

フローの実行や再実行で異常が発生した場合、以下のとおりエラー情報（メッセージラベル：FSP_INTS-BAS_AP）を確認してくださ

い。

“第8部 メッセージ集”にエラー情報が記載されていますので、[ユーザーの対処]の記事に従って、エラー原因の特定と対処を行って

ください。
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メッセージラベルがFSP_INTS-BAS_APで、メッセージ集に記載されていないエラー情報については、“Interstage Business Application
Server メッセージ集”を参照してください。

なお、FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 9205のメッセージが出力される場合がありますが、動作には影響ありません。

 
一括処理型業務モデル（フロー実行コマンドでフローの実行を行った場合）

以下のとおりエラーの特定と対処を行ってください。

1. フロー実行コマンドが終了すると標準出力にフローの実行結果が出力されるので確認します。エラーメッセージが表示されない

場合は、フローが正常終了したと判断します。

2. フロー実行コマンドの標準出力にエラーメッセージが表示されている場合は、実行ログを確認します。実行したフローの実行ロ

グが存在する場合は、実行ログ内のエラーメッセージからエラー情報を特定します。また、実行ログには業務処理実行アプリケー

ションの開始/終了などフローの実行過程が確認できます。

3. 実行したフローの実行ログが存在しない場合は、apfwinfoflowコマンドで、フローの実行状態を確認します。該当するフローが

実行中状態の場合は、業務処理実行アプリケーションのハングアップなど処理時間が遅延している可能性がありますので、調

査してください。なお、実行中のフローを強制的に終了するには、apfwstopunitコマンドで動作しているリソースユニットを強制停

止してください。

apfwinfoflowコマンドについては、“16.4 apfwinfoflow”を、apfwstopunitコマンドについては、“16.9 apfwstopunit”を参照してく

ださい。

4. apfwinfoflowコマンドによるフローの実行状態の確認で、該当するフローが異常終了していた場合は、以下に記録されたエラー情報

（メッセージラベル：FSP_INTS-BAS_AP）を確認してください。

－ イベントログ

－ システムログ

apfwinfoflowコマンドでUnitAccessError（リソースユニットにアクセスできない）が表示された場合、フローを実行しているリソース

ユニットがダウンしている可能性があります。リソースユニットがダウンしている場合は、apfwstartunitコマンドによりリソースユニッ

トの再起動を行い、apfwinfoflowコマンドでフローの状態がUnitAccessError以外の状態になっていることを確認してください。

なお、UnitAccessErrorの状態はフローが実行中とみなされます。このため、以下に注意してください。

－ フローの削除を行うことができません。

－ ファイル管理機能を利用している場合、ファイルの排他は獲得されたままとなります。

 
オンデマンド型業務モデル（フロー実行APIでフローの実行を行った場合）

以下のとおりエラーの特定と対処を行ってください。
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フローの実行時：

1. フロー実行APIが終了すると復帰情報にフローの実行が正常に行われたか否か通知されます。正常だった場合は、フローの実

行に成功したと判断します。

2. フロー実行APIの復帰情報にエラー情報が通知された場合は、以下に記録されたエラー情報（メッセージラベル：FSP_INTS-
BAS_AP）を確認してください。

・イベントログ

・システムログ

実行結果の確認時：フロー実行APIで結果の取得を行った場合

1. フロー実行APIが終了すると復帰情報にフローの実行結果が通知されるので確認します。正常終了が通知された場合は、フロー

が正常終了したと判断します。

2. フロー実行APIで異常終了が通知された場合は、apfwinfoflowコマンドで、フローの実行状態を確認します。該当するフローが

実行中状態の場合は、業務処理実行アプリケーションのハングアップなど処理時間が遅延している可能性がありますので、調

査してください。なお実行中のフローを強制的に終了するには、apfwstopunitコマンドを実行してください。

apfwinfoflowコマンドについては、“16.4 apfwinfoflow”を、apfwstopunitコマンドについては、“16.9 apfwstopunit”を参照してく

ださい。

3. apfwinfoflowコマンドによるフローの実行状態の確認で、該当するフローが異常終了していた場合は、以下に記録されたエラー情報

（メッセージラベル：FSP_INTS-BAS_AP）を確認してください。

－ イベントログ

－ システムログ

apfwinfoflowコマンドでUnitAccessError（リソースユニットにアクセスできない）が表示された場合、フローを実行しているリソース

ユニットがダウンしている可能性があります。リソースユニットがダウンしている場合は、apfwstartunitコマンドによりリソースユニッ

トの再起動を行い、apfwinfoflowコマンドでフローの状態がUnitAccessError以外の状態になっていることを確認してください。
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なお、UnitAccessErrorの状態はフローが実行中とみなされます。このため、以下に注意してください。

－ フローの削除を行うことができません。

－ ファイル管理機能を利用している場合、ファイルの排他は獲得されたままとなります。

実行結果の確認時：簡易実行ログで結果の確認を行った場合

1. 簡易実行ログにフローの実行結果が記録されていますので確認します。正常終了が記録されていた場合は、フローが正常終了

したと判断します。簡易実行ログの詳細については、“2.3.7 ログの出力”を参照してください。

2. 簡易実行ログに異常終了が記録されていた場合は、apfwinfoflowコマンドで、フローの実行状態を確認します。該当するフロー

が実行中状態の場合は、業務処理実行アプリケーションのハングアップなど処理時間が遅延している可能性がありますので、

調査してください。なお実行中のフローを強制的に終了するには、apfwstopunitコマンドを実行してください。

apfwinfoflowコマンドについては、“16.4 apfwinfoflow”を、apfwstopunitコマンドについては、“16.9 apfwstopunit”を参照してく

ださい。

3. apfwinfoflowコマンドによるフローの実行状態の確認で、該当するフローが異常終了していた場合は、以下に記録されたエラー情報

（メッセージラベル：FSP_INTS-BAS_AP）を確認してください。

－ イベントログ

－ システムログ

apfwinfoflowコマンドでUnitAccessError（リソースユニットにアクセスできない）が表示された場合、フローを実行しているリソース

ユニットがダウンしている可能性があります。リソースユニットがダウンしている場合は、apfwstartunitコマンドによりリソースユニッ

トの再起動を行い、apfwinfoflowコマンドでフローの状態がUnitAccessError以外の状態になっていることを確認してください。

なお、UnitAccessErrorの状態はフローが実行中とみなされます。このため、以下に注意してください。

－ フローの削除を行うことができません。

－ ファイル管理機能を利用している場合、ファイルの排他は獲得されたままとなります。

10.4.2.2 エラー対処後の対応

フローが異常終了した場合は、原因となったエラーを取り除いた後、以下の対応を行うことができます。

・ フローの再実行

・ 初からフローを実行しなおす

・ フローの削除

 
フローの再実行

フローの再実行は、異常終了した業務処理アプリケーションからフローの処理を再開します。

異常終了した際のエラー情報について、“第8部 メッセージ集”の[ユーザーの対処]の記事に「再度処理を実行してください」と記載さ

れているエラーの場合、再実行を行うことができます。再実行を行うことができないエラーの場合は、 初からフローを実行しなおす

か、フローの削除を行ってください。

フローの再実行の詳細については、“2.3.4 フローの再実行”を参照してください。

 
初からフローを実行しなおす

フローを 初から実行しなおします。

フローを 初から実行しなおす場合は、以下の手順で行います。

1. フローの削除を行う。

フローの削除については、“フローの削除”を参照してください。

2. フロー実行コマンド、またはフロー実行APIでフローを新たに実行する。

フローの実行については、“10.2.1.1 フローの実行方法”を参照してください。
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フローの削除

異常終了したフローをフロー実行環境から削除します。

フローの削除は、以下のコマンドを実行して行います。

apfwrmflow コリレーションID

apfwrmflowコマンドの詳細については、“16.3 apfwrmflow”を参照してください。

10.4.3 リソースグループの異常

リソースグループに属するリソースユニットで異常が発生した場合は、以下の手順で復旧してください。

1. 異常が発生したリソースユニットを以下のコマンドで閉塞します。apfwjbchgblockコマンドの詳細については、“16.24
apfwjbchgblock”を参照してください

apfwjbchgblock -runit リソースユニット名 -mode close

2. 異常の原因を取り除いた後、リソースユニットを以下のコマンドで強制停止します。apfwstopunitコマンドの詳細については、“16.9
apfwstopunit”を参照してください

apfwstopunit リソースユニット名 -c

3. リソースユニットを以下のコマンドで起動します。apfwstartunitコマンドの詳細については、“16.8 apfwstartunit”を参照してくださ

い

apfwstartunit リソースユニット名

4. リソースユニットを以下のコマンドで閉塞解除します。apfwjbchgblockコマンドの詳細については、“16.24 apfwjbchgblock”を参

照してください

apfwjbchgblock -runit リソースユニット名 -mode open

10.4.4 開発環境の異常

開発環境における異常について説明します。

10.4.4.1 原因の特定と対処

開発環境で異常が発生した場合、プロジェクトのビルドが異常終了し、問題ビューにエラーが表示されます。問題ビューに表示された

エラー情報を確認してください。

上記のように“必要なライブラリがありません”というエラーが表示された場合、開発環境パッケージのインストール環境が誤っていま

す。開発環境パッケージをアンインストールした後、“Interstage Job Workload Server インストールガイド”の“インストール前の作業”に

したがって開発環境パッケージを再インストールしてください。

10.4.4.2 エラー対処後の対応

エラー原因を取り除いたら、再度プロジェクトのビルドを行ってください。
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10.4.5 コマンドの異常

コマンドを実行し、メッセージの出力なしに、以下のメッセージが出力される場合があります。

Error occurred during initialization of VM 
java.lang.OutOfMemoryError: unable to create new native thread

このメッセージは、OSの仮想メモリが不足した場合に出力されます。

仮想メモリが不足した場合は、他の不要なプロセスを終了して仮想メモリに余裕を持たせるか、物理メモリ(RAM)またはスワップファイ

ルを拡張して仮想メモリを増やすようにチューニングを行ってください。

10.5 資源のバックアップ/他サーバへの資源移行/ホスト情報の移行

バッチ実行基盤(Java)のメンテナンス操作は、以下の3つで構成されます。

・ バッチ実行基盤(C/COBOL)のメンテナンス操作(バッチ実行基盤(C/COBOL)を併用している場合)

・ Interstageのメンテナンス操作

・ バッチ実行基盤(Java)資源のメンテナンス操作

以下に示す3種類のシステムのメンテナンス方法について、バッチ実行基盤(Java)資源のメンテナンス操作は共通の操作です。いず

れもバックアップとリストアを利用します。

・ バッチ実行基盤(Java)資源のバックアップとリストア

・ バッチ実行基盤(Java)資源の他サーバへの移行

・ バッチ実行基盤(Java)を運用しているサーバのホスト情報（IPアドレス/ホスト名）の変更

ただし、バッチ実行基盤(C/COBOL)のメンテナンス操作およびInterstageのメンテナンス操作については、利用するメンテナンス方法

に合わせた操作を実施する必要があります。

Interstageのメンテナンス操作の詳細は、“Interstage Application Server 運用ガイド(基本編)”の“メンテナンス(資源のバックアップ/他
サーバへの資源移行/ホスト情報の変更)”を参照してください。

バッチ実行基盤(C/COBOL)のメンテナンス操作の詳細は、“Interstage Job Workload Server 運用ガイド”を参照してください。

資源のバックアップ・リストア/他サーバへの資源移行/ホスト情報の移行は、システム管理者で行ってください。

ここでは、バックアップ資源格納用ディレクトリを以下のディレクトリとして説明しています。

・ X:\Backup

・ /backup

ここでは、Interstageのインストールディレクトリを“C:\Interstage”として説明しています。

10.5.1 対象資源

バックアップ・リストアは、バッチ実行基盤(Java)の運用環境の破壊など万一の事態が発生し、早急に運用環境を復元する場合、バッ

チ実行基盤(Java)の資源や運用環境を他サーバへ複写(資源移行)およびホスト情報（IPアドレスやホスト名）を変更する場合に実施し

ます。

これにより、復元先や複写先のサーバでバッチ実行基盤(Java)の運用環境の再作成を行わずに、同様の運用環境を作成することが

できます。また、バッチ実行基盤(Java)を運用しているサーバのホスト情報（IPアドレスやホスト名）の変更は、一台のサーバで、バッチ

実行基盤(Java)の資源移出と資源移入を行うことで実施できます。資源移入時に、変更したいホスト情報を指定してInterstage資源の

移入操作を行ってください。

- 204 -



バッチ実行基盤(Java)資源のバックアップ・リストアは、バックアップ用ディレクトリに資源ファイルをバックアップ(退避)しておき、資源の

復旧や資源移行が必要な場合に資源ファイルをバックアップ用ディレクトリからリストア(復元または移行)します。

資源をバックアップする場合、サーバシステム上のアクセス可能なディスク上ではなく、通常はアクセスしないリムーバブル媒体などに

退避しておくことを推奨します。

新の運用環境を保存しておくためには、フロー定義の更新やリソースユニットの追加および削除の契機でバックアップを行う必要が

あります。

UNIXシステムでは、ディスク上のバックアップ用ディレクトリに格納された資源をリムーバブル媒体に退避する場合、ファイルシステム

形式のまま退避(ファイルコピー)すると、ファイルの権限属性が変更される可能性があるため、アーカイブ形式(tar、cpioコマンドなどを

使用)で退避してください。

 
バックアップ・リストア対象資源

“C:\Interstage”にInterstage Job Workload Serverをインストールしてある場合を例に示します。

バッチ実行基盤(Java)のシステム設定ファイル

・C:\Interstage\BAS\etc\JavaBatch

ログ定義ファイル

・C:\Interstage\BAS\etc\def\log_inf

フロー定義ファイルなど

・C:\Interstage\BAS\var\JavaBatch

バッチ実行基盤(Java)のシステム設定ファイル

・/opt/FJSVibs/etc/JavaBatch

ログ定義ファイル

・/opt/FJSVibs/etc/def/log_inf

フロー定義ファイルなど

・/opt/FJSVibs/var/JavaBatch

10.5.2 バックアップの手順

バッチ実行基盤(Java)資源のバックアップ手順について説明します。バックアップは、以下を確認した上で操作を開始してください。

・ バッチマネージャーおよびすべてのリソースユニットが停止していること。

・ バックアップ用ディレクトリに、バックアップ資源格納に必要な空きディスク容量があること。バックアップ資源の格納に必要なディス

ク量は、以下の各資源の合計量になります。

－ “バックアップ・リストア対象資源”に示すバッチ実行基盤(Java)のバックアップ対象資源

－ Interstageのバックアップ対象資源

－ バッチ実行基盤(C/COBOL)のバックアップ対象資源 [バッチ実行基盤(C/COBOL)を使用する場合]
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バッチ実行基盤(C/COBOL)資源のバックアップ

バッチ実行基盤(C/COBOL)とバッチ実行基盤(Java)を併用する場合は、“Interstage Job Workload Server 運用ガイド”の“バッチシステ

ム退避/復元”の“退避の手順”にしたがって、バッチ実行基盤(C/COBOL)資源のバックアップを取得してください。詳細について

は、“Interstage Job Workload Server 運用ガイド”を参照してください。

 
Interstage資源のバックアップ

バッチ実行基盤(C/COBOL)とバッチ実行基盤(Java)を併用しない場合は、“Interstage Application Server 運用ガイド(基本編)”の“メン

テナンスの一括実行”の“資源のバックアップ/移出”の手順により、Interstage資源のバックアップを取得してください。バックアップ対象

資源となるサービス名は下表を参照してください。

サービス名 バックアップ・リストア対象資源

ISCOM Interstageセットアップ資源

GUI Interstage管理コンソール資源

OD CORBAサービス資源

ES イベントサービス資源

TD コンポーネントトランザクションサービス資源

IJServer IJServer資源

JMS Interstage JMS資源

J2EE J2EE共通資源

IHS Interstage HTTP Server資源

JMX Interstage JMXサービス資源

 
バッチ実行基盤(Java)資源のバックアップ

1. バックアップディレクトリの作成

バッチ実行基盤(Java)のバックアップ資源を格納するディレクトリを１つ作成します。このディレクトリ配下に、バッチ実行基盤(Java)
のバックアップ資源を格納します。ディレクトリの作成方法の実行例を以下に示します。

mkdir X:\Backup

mkdir /backup
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1. バックアップの実行

バッチ実行基盤(Java)資源のバックアップは、apfwbkupjbコマンドを使用します。apfwbkupjbコマンドの詳細については、“16.20
apfwbkupjb”を参照してください。apfwbkupjbコマンドの実行例を以下に示します。

[Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ]\bin\apfwbkupjb X:\Backup

/opt/FJSVibs/bin/apfwbkupjb /backup

10.5.3 リストアの手順

資源破壊発生時などバックアップしておいたバッチ実行基盤(Java)の資源を復旧するためのリストア手順について説明します。リストア

は、以下を確認した上で操作を開始してください。

・ Interstage Business Application Serverの再インストールが必要になった場合は、インストールが完了していること。

・ バッチマネージャー、リソースユニットおよびすべてのフローが停止していること。

・ インストールディレクトリ、J2EE共通ディレクトリ、インストールドライブ(Windows (R)の場合)やリストア対象とならないすべての資源

(バッチ実行基盤(Java)の運用時に使用するユーザー資源およびアプリケーションなど)が、バックアップ前と同じディレクトリ構成に

配置されていること。

 
バッチ実行基盤(C/COBOL)資源のリストア

バッチ実行基盤(C/COBOL)とバッチ実行基盤(Java)を併用する場合は、“Interstage Job Workload Server 運用ガイド”の“バッチシステ

ム退避/復元”の“復元の手順”にしたがって、バッチ実行基盤(C/COBOL)資源のリストアを行ってください。詳細については、“Interstage
Job Workload Server 運用ガイド”を参照してください。

 
Interstage資源のリストア

バッチ実行基盤(C/COBOL)とバッチ実行基盤(Java)を併用しない場合は、“Interstage Application Server 運用ガイド(基本編)”の“メン

テナンスの一括実行”の“資源のリストア/移入”の手順により、Interstage資源のリストアを行ってください。

 
バッチ実行基盤(Java)資源のリストア

バッチ実行基盤(Java)資源のリストアは、apfwrstrjbコマンドを使用します。apfwrstrjbコマンドの詳細については、“16.21 apfwrstrjb”を
参照してください。apfwrstrjbコマンドの実行例を以下に示します。

[Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ]\bin\apfwrstrjb X:\Backup
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/opt/FJSVibs/bin/apfwrstrjb /backup
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第5部 クラスタシステム
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第11章 クラスタシステムの環境作成・運用

クラスタシステムを適用することでバッチ実行基盤(Java)を使用した業務の信頼性を向上する方法について説明します。

なお、バッチ実行基盤(Java)が使用するアプリケーションサーバのクラスタについての詳細は、本製品に同梱しているInterstage Application
Serverのマニュアル“Interstage Application Server高信頼性システム運用ガイド”を参照してください。

また、バッチ実行基盤(C/COBOL)とバッチ実行基盤(Java)を併用する場合は、“Interstage Job Workload Server クラスタ構築・運用ガ

イド”を参照して各バッチ実行基盤のクラスタシステムの環境を作成してください。

11.1 クラスタ環境作成の概要

バッチ実行基盤(Java)を使用したクラスタは、アプリケーションサーバをクラスタ構成にすることで実現します。クラスタ構成の環境作成

の流れを以下に示します。

11.2 クラスタ構成の環境設計

業務運用中に障害など不測の事態が発生し、アプリケーションサーバがシステムダウンを起こした場合、サーバが復旧するまで業務

を再開することができないため、長時間、業務が停止してしまいます。

また、バッチ実行基盤(Java)では、JMSやEJBといったアプリケーションサーバの資源を使用していますが、業務運用中に障害など不

測の事態が発生し、これらの資源が使用できなくなると、バッチ実行基盤(Java)の業務も停止してしまいます。

このような場合に備えて、クラスタ形態の1つである1:1運用待機モデルでクラスタ構成の環境を設計しておくことで、業務が停止する時

間を短く抑えることができ、業務に対する影響を 小限に留めることができます。

クラスタ形態の1:1運用待機モデルは、運用サーバ1台に対して、1台の待機サーバを用意し、運用サーバにトラブルが発生した場合

に待機サーバへ切り替えて業務を続行します。

以下に使用クラスタシステムにPRIMECLUSTERの1:1運用待機の場合の例を示します。

Interstageのネーミングサービス、インタフェースリポジトリはローカルディスクに作成します。

ファイル管理機能を利用する場合、一時ファイルはローカルディスク、非一時ファイルは共用ディスクに作成します。

1:1運用待機の構成図
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11.3 アプリケーションサーバの環境作成

クラスタ構成におけるアプリケーションサーバの環境作成を以下の順に説明します。

・ 資源構成

・ 環境作成手順

・ Interstageのインストール

・ クラスタシステムの事前設定

・ バッチ実行基盤(Java)およびInterstageの環境作成

・ クラスタサービスの設定

・ アプリケーション環境作成

・ 留意事項

11.3.1 資源構成

運用ノード、待機ノードそれぞれで以下の資源構成となります。なお、バッチ実行基盤(Java)では、IPアドレスの引継ぎを行うため、運

用ノードと待機ノードに同一のノード名を設定しないでください。ノード名は以下の方法で確認してください。

/etc/nodenameの内容を確認してください。

/etc/sysconfig/networkの“HOSTNAME”の設定値を確認してください。
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バッチ実行基盤(Java)では、資源を共用ディスク装置上で管理します。クラスタの各ノードで利用するために、バッチ実行基盤(Java)配
下の以下のディレクトリを共用ディスク装置上に配置します。

・ フロー定義ファイル

ディレクトリ名:/opt/FJSVibs/var/JavaBatch/system/flowdef

・ 実行ログおよび簡易実行ログ

ディレクトリ名:/opt/FJSVibs/var/JavaBatch/log
ディレクトリ名:/opt/FJSVibs/var/JavaBatch/log2

・ ファイル管理機能引継ぎ情報ファイル

ファイル管理機能を利用する場合に以下のディレクトリを共用ディスク上のファイルシステムに設定します。

ディレクトリ名:/opt/FJSVibs/var/JavaBatch/system/filemngr

・ 非一時ファイル

ファイル管理機能を利用する場合の、非一時ファイルの格納ディレクトリ。

フロー定義の資源定義に設定する非一時ファイルの格納ディレクトリを共用ディスク上のファイルシステムに配置します。

・ フロー定義ファイル

ディレクトリ名:/var/opt/FJSVibs/JavaBatch/system/flowdef

・ 実行ログおよび簡易実行ログ

ディレクトリ名:/var/opt/FJSVibs/JavaBatch/log
ディレクトリ名:/var/opt/FJSVibs/JavaBatch/log2

・ ファイル管理機能引継ぎ情報ファイル

ファイル管理機能を利用する場合に以下のディレクトリを共用ディスク上のファイルシステムに設定します。

ディレクトリ名:/var/opt/FJSVibs/JavaBatch/system/filemngr

・ 非一時ファイル

ファイル管理機能を利用する場合の、非一時ファイルの格納ディレクトリ。

フロー定義の資源定義に設定する非一時ファイルの格納ディレクトリを共用ディスク上のファイルシステムに配置します。

- 212 -



・ 実行ログの出力先は、リソースユニットを構成するIJServerの設定において変更することができます。出力先を変更している場合

は、変更した先のディレクトリを共用ディスク装置上に配置してください。

実行ログの出力先の変更方法は、“2.3.7 ログの出力”を参照してください。

11.3.2 環境作成手順

クラスタシステム上で環境作成を行う場合の作業の流れを以下に示します。

11.3.3 Interstageのインストール

インストーラにより、バッチ実行基盤(Java)およびInterstageのパッケージを、クラスタを構成する各ノード(運用ノード、待機ノード)へイン

ストールします。このとき、インストールはクラスタを構成する各ノードに対し、同一パス上に行う必要があります。

バッチ実行基盤(Java)およびInterstageのパッケージは、それぞれのローカルディスク上にインストールしてください。
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インストールの詳細

Interstageパッケージインストール後には、サーバ起動時に呼び出されるスタートシェルとサーバ停止時に呼び出されるストップシェル

がシンボリックリンクファイルとして格納されています。クラスタを使用する場合は当該シェルを呼び出されないように、以下のシェルを

別のディレクトリなどに退避しておく必要があります。

格納ディレクトリ 退避が必要なシェル

/etc/rc0.d K00stopis
K00stopod
K17FJapache

/etc/rc1.d K17FJapache

/etc/rc2.d S99startis
S99startod
K17FJapache
S99isstartoptool(注)
S95isjmxstart(注)
S99FJSVjs2su(注)

/etc/rc3.d S51FJapache
S99FJSVjs2su(注)

/etc/rcS.d K17FJapache

注)マルチサーバ管理機能を使用し管理サーバとして運用している場合にだけ、退避してください。

格納ディレクトリ 退避が必要なシェル

/etc/rc0.d K14FJapache

/etc/rc1.d K14FJapache
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格納ディレクトリ 退避が必要なシェル

/etc/rc2.d S99startis
S99startod
S86FJapache

/etc/rc3.d S99startis
S99startod
S86FJapache

/etc/rc4.d S99startis
S99startod
S86FJapache

/etc/rc5.d S99startis
S99startod
S86FJapache

/etc/rc6.d K14FJapache

11.3.4 クラスタシステムの事前設定

環境設定を行う前に、クラスタシステムのインストールからクラスタ初期化構成設定までの作業を行ってください。

・ クラスタシステムの詳細については、クラスタ製品が提供するマニュアルを参照してください。

 
バッチ実行基盤(Java)の共用ディスク装置の設定

バッチ実行基盤(Java)では共用ディスク装置を使用します。共用ディスク装置をファイルシステムとして使用できるようにしてください。

また、共用ディスク装置については、バッチ実行基盤(Java)のセットアップ時に必要です。

したがって、バッチ実行基盤(Java)をセットアップする前に、共用ディスクをクラスタサービスに登録してください。(PRIMECLUSTERでは

userApplicationに登録します。)

 
IPアドレス

InterstageではIPアドレスの引継ぎを前提とするため、引継ぎネットワークの設定も事前に行ってください。

またIPアドレスについては、Interstageの環境作成時に必要なので、引継ぎIPアドレスをクラスタサービス(PRIMECLUSTERでは

userApplication)に登録を行い、Interstageの環境作成前までに使用できるようにしてください。

11.3.5 バッチ実行基盤(Java)およびInterstageの環境作成

クラスタ環境でバッチ実行基盤(Java)およびInterstageの環境を構築する場合、以下の手順で行います。

1. クラスタサービス(PRIMECLUSTERではuserApplication)の起動

(引継ぎIPアドレス、切替えディスク設定済み)
初期設定(ノード1:運用ノード、ノード2:待機ノード)

2. 各ノードで、Interstageシステム定義ファイルの生成

3. 各ノードで、Interstageシステム定義ファイルの登録

4. 各ノードで、Interstage事前処理

5. ノード1でInterstageを初期化し、ノード2を運用ノードに切り替え、ノード2を初期化

6. 共用資源の再配置

7. バッチ実行基盤(Java)の動作環境の作成
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11.3.5.1 クラスタサービス(userApplication)の起動

Interstageのセットアップでは、引継ぎIPアドレスが活性化されていることや、共用ディスクが存在する必要があります。そのため、Interstage
が設定されるクラスタサービス(PRIMECLUSTERではuserApplication)を事前に作成しておいて、引継ぎIPアドレス、共用ディスクをク

ラスタサービス(PRIMECLUSTERではuserApplication)に登録し、Interstageの環境作成の前に起動しておく必要があります。

また以降では、ノード1を運用ノード、ノード2を待機ノードとして説明します。

11.3.5.2 Interstageシステム定義ファイルの生成

運用ノード(ノード1)および待機ノード(ノード2)でInterstageシステム定義ファイルの生成を行います。

クラスタ上で動作するInterstageのシステム規模などを考慮する必要があります。

システム規模などについては、“システムパラメーターのチューニング”を参照してください。

例 ）Interstageシステム定義の生成

isgendef large

11.3.5.3 Interstageシステム定義ファイルの登録

運用ノード(ノード1)および待機ノード(ノード2)において、生成したInterstageシステム定義ファイルの登録をします。

Interstageシステム定義ファイルの登録を行う前に、Interstageを停止してください。

Interstageシステム定義ファイルの登録については、“Interstage Application Server運用ガイド”の“Interstageシステム定義ファイルの登

録”を参照してください。

例 ）Interstageの停止とInterstageシステム定義ファイルの登録

isstop -f
isregistdef

11.3.5.4 Interstage事前処理

運用ノード(ノード1)および待機ノード(ノード2)において、オブジェクトリファレンス生成時に埋め込むIPアドレスを設定する必要がありま

す。

このときIPアドレスには、クラスタサービスで引き継がれるIPアドレスを設定する必要があります。

OD_set_envコマンドについては、“Interstage Application Serverリファレンスマニュアル(コマンド編)”を参照してください。

例 ）オブジェクトリファレンス生成時に埋め込むIPアドレスの設定

/opt/FSUNod/bin/OD_set_env -n 引継ぎIPアドレス

/opt/FJSVod/bin/OD_set_env -n 引継ぎIPアドレス

11.3.5.5 Interstage初期化

Interstage初期化は、運用ノード(ノード1)、待機ノード(ノード2)の順に行います。

 
運用ノード(ノード1)でのInterstageの初期化

運用ノード(ノード1)においてInterstageの初期化を行いイベントサービスを使用できるように設定します。

Interstage初期化の詳細については、“Interstage Application Server運用ガイド”の“Interstage統合コマンドによる運用操作”－“Interstage
の環境設定”－“Interstageの初期化”を参照してください。
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PRIMECLUSTERを使用する場合、Interstage動作環境定義ファイルには、CORBAサービスが使用するホスト名(CorbaHostName)を
指定しないでください。

例 ）運用ノードでのInterstageの初期化

isinit TYPE1 EJB
ismodifyservice -a ES

 
待機ノード(ノード2)でのInterstageの初期化

切替えを行い、ノード2を運用ノードにした後、Interstageの初期化を行います。このとき、コマンドには“-w”を指定する必要があります。

また運用形態については、ノード1と同じものを設定する必要があります。

例 ）待機ノードでのInterstageの初期化

isinit -w TYPE1 EJB
ismodifyservice -a ES

11.3.5.6 共用資源の再配置

運用ノードと待機ノード間で共用して使用する資源を共用ディスクに移動します。

移動する資源は、“11.3.1 資源構成”に記載した資源です。移動先のディレクトリは任意です。

共用ディスクの移動先ディレクトリを“/disk1”として、実行例を以下に示します。

 
運用ノード(ノード1)での共用資源の再配置

1. 資源の共用ディスクへの移動

再配置する資源を共用ディスクに移動します。

実行例を以下に示します。

mkdir /disk1/DATA

mv /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/system/flowdef /disk1/DATA

mkdir /disk1/LOG

mv /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/log /disk1/LOG

mv /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/log2 /disk1/LOG

mkdir /disk1/FILEMNG

mv /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/system/filemngr /disk1/FILEMNG

共用ディスク上の移動先ディレクトリの権限は、以下のように設定してください。

－ フロー定義ファイル、実行ログおよび簡易実行ログ

所有者 root

グループ Interstage運用者グループ

権限 0770

－ ファイル管理機能引継ぎ情報ファイル

所有者 root

グループ Interstage運用者グループ
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権限 0700

2. 移動した資源へのシンボリックリンクの作成

共用ディスクに移動した資源を利用できるようにシンボリックリンクを作成します。

実行例を以下に示します。

ln -s /disk1/DATA/flowdef /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/system/flowdef

ln -s /disk1/LOG/log /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/log

ln -s /disk1/LOG/log2 /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/log2

ln -s /disk1/FILEMNG/filemngr /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/system/filemngr

 
待機ノード(ノード2)での共用資源の再配置

切替えを行い、ノード2を運用ノードにした後、共用ディスクへの再配置を行います。

1. 共用ディスクへ移動する資源の削除

再配置する資源を削除します。

実行例を以下に示します。

rm -r /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/system/flowdef

rm -r /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/log

rm -r /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/log2

rm -r /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/system/filemngr

2. 移動した資源へのシンボリックリンクの作成

運用ノードのセットアップで共用ディスクに作成した資源を利用できるようにシンボリックリンクを作成します。

実行例を以下に示します。

ln -s /disk1/DATA/flowdef /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/system/flowdef

ln -s /disk1/LOG/log /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/log

ln -s /disk1/LOG/log2 /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/log2

ln -s /disk1/FILEMNG/filemngr /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/system/filemngr

11.3.5.7 バッチ実行基盤(Java)の動作環境の設定

業務処理実行アプリケーションを動作させるため、バッチ実行基盤(Java)の動作環境を作成します。このとき、運用ノード(ノード1)、待
機ノード(ノード2)で同一の環境を作成してください。

以下に手順を説明します。なお各操作の詳細については、“5.1 バッチ実行環境の作成”を参照してください。

 
バッチマネージャーおよびリソースユニットの環境作成(運用ノード)

InterstageおよびJMXサービスを起動した後、バッチマネージャーおよびリソースユニットを作成します。バッチマネージャーおよびリ

ソースユニットは、クラスタにより起動するため、“-auto”オプションを指定せずに作成します。

例 ）運用ノードでのバッチマネージャーおよび“UNIT”という名前でのリソースユニットの作成

isstart
isjmxstart
/opt/FJSVibs/bin/apfwmkmngr -runit UNIT

 
リソースグループへのリソースユニットの追加(運用ノード)

リソースグループを利用する場合は、作成したリソースユニットをリソースグループへ追加します。
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例 ）運用ノードでの“UNIT”という名前でのリソースユニットをリソースグループ“GROUP”へ追加

/opt/FJSVibs/bin/apfwjbcnfgrp -a -runit UNIT -rgroup GROUP

 
フロー定義の登録(運用ノード)

バッチ実行基盤(Java)で使用するフロー定義を登録します。

例 ）運用ノードでの“UNITflow.apfl”という名前でのフロー定義の登録

/opt/FJSVibs/bin/apfwregflow -f /export/home/ibasuser/UNITflow.apfl -runit UNIT

 
業務処理実行アプリケーションの環境作成(運用ノード)

リソースユニットに業務処理実行アプリケーションを配備し、アプリケーションの環境設定を行います。業務処理実行アプリケーションの

配備は、Interstage管理コンソールの[Interstage Application Server]>[システム]>[ワークユニット]>“ワークユニット名”>[配備]タブ画面

で行います。

配備が完了したら、リソースユニットを起動し配備情報を反映後、JMXサービスおよびInterstageを停止します。

例 ）“UNIT”という名前でのリソースユニットの起動、JMXサービスおよびInterstageの停止

/opt/FJSVibs/bin/apfwstartunit UNIT
isjmxstop
isstop -f

 
待機ノードへのクラスタの切り換え

待機ノードにクラスタを切り換え、運用ノードと同一の環境を作成します。ただし、フロー定義の登録は、待機ノードでは不要です。

 
ディレクトリの削除(待機ノード)

運用ノードで作成したリソースユニットに対応する以下のディレクトリを削除します。

/var/opt/FJSVibs/JavaBatch/log2/リソースユニット名

例 ）待機ノードで“UNIT”という名前のリソースユニットに対応するディレクトリを削除

rm -f /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/log2/UNIT/*
rmdir /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/log2/UNIT

 
バッチマネージャーおよびリソースユニットの環境作成(待機ノード)

InterstageおよびJMXサービスを起動した後、バッチマネージャーおよびリソースユニットを作成します。バッチマネージャーおよびリ

ソースユニットは、クラスタにより起動するため、“-auto”オプションを指定せずに作成します。

例 ）待機ノードでのバッチマネージャーおよび“UNIT”という名前でのリソースユニットの作成

isstart
isjmxstart
/opt/FJSVibs/bin/apfwmkmngr -runit UNIT

 
リソースグループへのリソースユニットの追加(待機ノード)

リソースグループを利用する場合は、作成したリソースユニットをリソースグループへ追加します。

例 ）待機ノードでの“UNIT”という名前でのリソースユニットをリソースグループ“GROUP”へ追加

/opt/FJSVibs/bin/apfwjbcnfgrp -a -runit UNIT -rgroup GROUP
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業務処理実行アプリケーションの環境作成(待機ノード)

運用ノードと同一のアプリケーションを運用ノードの手順に従って配備します。

配備が完了したら、リソースユニットを起動し配備情報を反映後、JMXサービスおよびInterstageを停止します。

例 ）“UNIT”という名前でのリソースユニットの起動、JMXサービスおよびInterstageの停止

/opt/FJSVibs/bin/apfwstartunit UNIT
isjmxstop
isstop -f

11.3.6 クラスタサービスの設定

クラスタシステムに関連する環境設定を行います。以下の作業を行います。

・ 状態遷移プロシジャの修正

クラスタシステムを構成する運用ノードで行う必要があります。

・ 状態遷移プロシジャの登録

PRIMECLUSTERのクラスタ運用管理ビューより行う必要があります。

11.3.6.1 状態遷移プロシジャの修正
 

状態遷移プロシジャのサンプル

Interstageでは状態遷移プロシジャを利用し、Interstageの起動/停止および切替え処理を行います。

Interstageでは、以下の状態遷移プロシジャのサンプルを提供します。

状態遷移プロシジャ名 格納場所

JMX_INTERSTAGE
(JMX管理サーバの起動/停止用)

/opt/FJSVisas/etc/HA/SynfinityCLUSTER

/opt/FJSVisas/etc/HA/PRIMECLUSTER

IS_INTERSTAGE
(Interstage起動/停止用)

ES_INTERSTAGE
(イベントサービス用)

APFW_BATCH_INTERSTAGE
(バッチ実行基盤(Java) 用)

/opt/FJSVibs/etc/JavaBatch/HA/

 
サンプルの利用方法

使用者は、以下の手順で状態遷移プロシジャの修正を行います。

・ 状態遷移プロシジャの複写

・ 状態遷移プロシジャの内容の修正

修正を行った後、修正したプロシジャには実行権限を付与してください。

[状態遷移プロシジャの複写]

Interstageから提供されているすべての状態遷移プロシジャのサンプルを、使用者の任意のディレクトリ配下に、以下の命名で複写し

てください。

userApplication名.状態遷移プロシジャ名(注)

注)userApplication名には、識別しやすいように、PRIMECLUSTERのクラスタアプリケーション名を指定することを推奨します。

複写した状態遷移プロシジャのうち、以下の状態遷移プロシジャについては、修正を行う必要があります。

・ userApplication名.APFW_BATCH_INTERSTAGE
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サンプルを複写するディレクトリは、共用ディスクではなく、各ノードのローカルディスクとしてください。

また、プロシジャは、各ノードで同一の位置に格納してください。

[状態遷移プロシジャの内容の修正]

複写した状態遷移プロシジャの内容の修正方法を、以下に説明します。

 
userApplication名.APFWBATCH_INTERSTAGEの修正

切り替え後にリソースユニットを起動したい場合は、状態遷移プロシジャ内の“RESOURCE_UNIT_NAME”にリソースユニット名を、以

下のように記述してください。記述する項目は半角空白で区切ってください。

リソースユニットUNITを起動したい場合

RESOURCE_UNIT_NAME="UNIT"

11.3.6.2 状態遷移プロシジャの登録
 

リソース情報の設定

状態遷移プロシジャのリソース情報を設定する場合、“プロセスの再起動回数”を“0”に、“プロセスの再起動間隔”を“0”に、“プロセス

の再起動回数の初期化”を“しない”に設定してください。

設定については、claddprocrscコマンドで行います。claddprocrscコマンドについては、PRIMECLUSTERのマニュアルを参照してくだ

さい。

 
状態遷移指示タイミングの設定

Interstageから提供している状態遷移プロシジャに対し、以下に示すタイミングで呼び出されるように設定してください。設定について

は、claddprocrscコマンドで行います。claddprocrscコマンドについては、PRIMECLUSTERのマニュアルを参照してください。

[START-RUN]
・AFTER
・CUTOFF/BUILDIN
[START-WAIT]
・AFTER
[STOP-RUN]
・BEFORE
[STOP-WAIT]
・BEFORE
[FAIL-RUN]
・BEFORE
[FAIL-WAIT]
・BEFORE

 
状態遷移プロシジャをuserApplicationに登録

状態遷移プロシジャをuserApplicationに登録します。「リソースの起動順序」については、以下の優先順位で呼び出されるように登録

してください。

優先度の設定については、“userApplication Configuration wizard”の“Resourceの作成”で行います。“userApplication Configuration
wizard”については、PRIMECLUSTERのマニュアルを参照してください。

 
リソースの起動優先度

プロシジャクラスのBasicApplicationに登録するリソースの起動優先度を、以下の表の起動優先度の値が小さい順に呼び出されるよう

に設定してください。

状態遷移プロシジャ名 起動優先度(注1)

userApplication.JMX_INTERSTAGE 200

userApplication.IS_INTERSTAGE 300
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状態遷移プロシジャ名 起動優先度(注1)

userApplication.ES_INTERSTAGE 400

userApplication.APFW_BATCH_INTERSTAGE 500

注1)リソースを登録する際、ほかのリソースと重複しなければ本表の値を指定してください。claddprocrscコマンドを実行する場合、-pオ
プションに本表の値を指定してください。

 
操作手順

各手順で、状態遷移プロシジャを実行するすべてのノードにおいて以下に示す操作を行ってください。

1. 状態遷移プロシジャの登録

clsetproc -c BasicApplication
-m IS_INTERSTAGE(注1)
-o [複写したディレクトリ名]/userApplication名.IS_INTERSTAGE(注1)

2. 状態遷移プロシジャを使用するアプリケーションリソースの登録

claddprocrsc -k IS_INTERSTAGE(注1)
-m IS_INTERSTAGE(注1)
-c BasicApplication
-K AFTER -w -L AFTER -S BEFORE -T BEFORE -V BEFORE -W BEFORE -u 0 -t 0 -p 300

3. userApplicationに状態遷移プロシジャ用リソースのPRIMECLUSTER用リソースとして登録

手順2.で作成したリソースをPRIMECLUSTER用のリソースとして登録します。

操作は“userApplication Configuration wizard”の“Resourceの作成”から行います。

リソースの名前は、上記「リソースの起動優先度」の形式にしてください。

“userApplication Configuration wizard”については、PRIMECLUSTERのマニュアルを参照してください。

4. userApplicationへの状態遷移用プロシジャ用リソース登録

手順3.で作成したすべてのリソースを“クラスタサービス(userApplication)の起動”で作成したuserApplicationに登録します。

また「userApplicationの属性」については、「StandbyTransitions」に「ClearFaultRequest|StartUp|SwitchRequest」を設定してくださ

い。

userApplicationへの登録方法およびuserApplicationの属性の設定方法については、PRIMECLUSTERのマニュアルを参照して

ください。

注1)オプションに指定するパラメーターは、登録するリソースの名前に合わせて変更してください。

1. 状態遷移プロシジャの登録

clsetproc -c BasicApplication
-m IS_INTERSTAGE(注1)
-o [複写したディレクトリ名]/userApplication名.IS_INTERSTAGE(注1)

2. 状態遷移プロシジャを使用するアプリケーションリソースの登録

claddprocrsc -k IS_INTERSTAGE(注1)
-m IS_INTERSTAGE(注1)
-c BasicApplication
-K AFTER -w -L AFTER -S BEFORE -T BEFORE -V BEFORE -W BEFORE -u 0 -t 0 -p 300

3. userApplicationに状態遷移プロシジャ用リソースのPRIMECLUSTER用リソースとして登録

手順2.で作成したリソースをPRIMECLUSTER用のリソースとして登録します。

操作は、“RMS Wizard”から行います。
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リソースの名前は、上記「リソースの起動優先度」の形式にしてください。

“RMS Wizard”については、PRIMECLUSTERのマニュアルを参照してください。

4. userApplicationへの状態遷移用プロシジャ用リソース登録

手順3.で作成したすべてのリソースを“クラスタサービス(userApplication)の起動”で作成したuserApplicationに登録します。

また「userApplicationの属性」については、「StandbyTransitions」に「ClearFaultRequest|StartUp|SwitchRequest」を設定してくださ

い。

userApplicationへの登録方法およびuserApplicationの属性の設定方法については、PRIMECLUSTERのマニュアルを参照して

ください。

注1)オプションに指定するパラメーターは、登録するリソースの名前に合わせて変更してください。

11.3.7 留意事項

アプリケーションサーバの環境作成における留意事項について、説明します。

11.3.7.1 切替え後の待機ノードの組込みについて

サーバ異常による切替え時、サーバ上のプロセスやIPC資源などが残っている場合があります。そのため、サーバコンピュータの停止/
再起動により資源を回収後、待機ノードの組込みを行ってください。

11.3.7.2 フェールオーバの発生契機

異常が発生した場合、フェールオーバが発生して運用ノードで行われていた業務の運用は、待機ノードで行われるようになります。

 
フェールオーバの発生契機

フェールオーバが発生するのは、運用ノードで以下の事象が発生した場合です。

・ バッチマネージャーの停止

・ バッチマネージャーが使用しているイベントチャネルの停止

・ Interstageの停止

・ サーバの停止

以下の場合にはフェールオーバは発生しません。運用ノードでの運用を継続します。

・ リソースユニットの停止

・ リソースユニットが使用しているイベントチャネルの停止

11.3.7.3 環境削除時の注意

バッチ実行基盤(Java)の環境を削除する場合は、以下の点に注意してください。

・ リソースユニットは、運用ノードから削除してください。

・ 待機ノードで、リソースユニットを削除する場合は強制削除してください。

例 ）待機ノードで“UNIT”という名前のリソースユニットを強制削除

/opt/FJSVibs/bin/apfwrmunit -c UNIT

・ バッチ実行基盤(Java)のセットアップ時に、共用ディスクに再配置した資源をローカルディスクに配置し直すことを忘れないでくだ

さい。
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共用ディスクの移動先ディレクトリを“/disk1”として、実行例を以下に示します。

すべてのノードでローカルディスクへ資源の複写を実施し終わった後、必要に応じて共用ディスク上の資源を削除してください。

1. 共用ディスクへのシンボリックリンクを削除

rm -f /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/system/flowdef

rm -f /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/log

rm -f /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/log2

rm -f /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/system/filemngr

2. 資源をローカルディスクに複写

cp -rp /disk1/DATA/flowdef /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/system

cp -rp /disk1/LOG/log /var/opt/FJSVibs/JavaBatch

cp -rp /disk1/LOG/log2 /var/opt/FJSVibs/JavaBatch

cp -rp /disk1/FILEMNG/filemngr /var/opt/FJSVibs/JavaBatch/system/filemngr
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第12章 概要(Interstage以外のJavaEE環境)
Interstage以外でバッチ実行基盤（Java）を使用する方法について説明します。

12.1 使用可能なJavaEE環境

使用可能なJavaEE環境は、以下の通りです。

・ BEA WebLogic Server(R) 10

12.2 システム構成(Weblogic)
Interstage以外のJavaEE環境を使用した場合の、アプリケーションサーバのシステム構成を説明します。

バッチマネージャー、およびリソースユニットと、WebLogic Serverの各資源との関係は以下の通りです。

以下に、各資源を説明します。

  資源種別 資源の名前 役割 備考

バッチマネージャー 管理対象サーバ apfwbatchmngr バッチマネー

ジャーのインスタン

ス

  

EJB(Session Bean) ApfwBatchManage バッチマネー

ジャーのシステム

制御

apfwbatchmngr.jarに含まれて

いる。
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  資源種別 資源の名前 役割 備考

EJB(Message Driven
Bean)

ApfwFlowReception フロー実行の受付 apfwbatchmngr.jarに含まれて

いる。

MDBの受付キューとしてJMS
キューapfwbatchmngr_instrと
関連付ける。

ApfwOperation 各種操作要求の受

付

apfwbatchmngr.jarに含まれて

いる。

MDBの受付キューとしてJMS
キューapfwbatchmngr_inctlと
関連付ける。

JMSサーバ apfwbatchmngr_jms MDB用のJMSモ
ジュール

管理対象サーバ

apfwbatchmngrに登録する。

サブデプロイメント apfwbatchmngr_sub JMSキュー作成用 JMSサーバ

apfwbatchmngr_jmsに関連付

けする。

JMSキュー apfwbatchmngr_instr フロー実行の受付   

apfwbatchmngr_inctl 各種操作要求の受

付

  

apfwbatchmngr_res 各種処理結果の通

知

  

apfwbatchmngr_resa
pi

各種処理結果の通

知(API用)
  

apfwbatchmngr_err エラー情報の退避   

リソースユニット 管理対象サーバ リソースユニット名

（上図の例ではRU1）
リソースユニットの

インスタンス

  

業務処理実行アプリ

ケーション

任意 業務処理の実行 作成/配備方法について

は、“14.1.2 業務処理実行アプ

リケーションの作成

(WebLogic)”を参照。

MDBの受付キューとしてJMS
キューRU1_prexeと関連付け

る。

EJB(Session Bean) ApfwUnitManage_リ
ソースユニット名

（上図の例では

ApfwUnitManage_R
U1）

フローの実行制御 このSession Beanを任意名の

jarにします。

JMSサーバ リソースユニット名

_jms

（上図の例では、

RU1_jms）

MDB用のJMSモ
ジュール

管理対象サーバRU1に登録す

る。

サブデプロイメント リソーユニット名_sub
（上図の例では、

RU1_sub）

JMSキュー作成用 JMSサーバRU1_jmsに関連付

けする。

JMSキュー リソースユニット名

_prexe
（上図の例では、

RU1_prexe）

フローの実行制御   
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  資源種別 資源の名前 役割 備考

共通 JMSモジュール apfwbatchmngr_jms
_m

JMSキュー作成用   

接続ファクトリ APFWQCF JMSキュー作成用   

12.3 Interstageを使用する場合との相違点

Interstage以外でバッチ実行基盤(Java)を使用する場合もInterstageで使用した場合と同等の機能を使用できますが、セットアップ、運

用操作、およびアプリケーションの開発方法は、各JavaEE環境固有の操作となります。

以下に、Interstageを使用する場合と、Interstage以外のJavaEE環境を使用する場合の相違点を示します。

分類 項目 Interstage Interstage以外

開発 開発環境 Interstage Studio フロー定義の作成、業務処理開始

アプリケーションおよび業務処理

実行アプリケーションのソース作成

はInterstage Studioで実施。

業務処理開始アプリケーションお

よび業務処理実行アプリケーショ

ンのビルドはJavaEE環境のサポー

トする開発環境を使用。

環境構築/操作 バッチマネージャーの作成 apfwmkmngrコマンド JavaEE環境の機能で必要資源を

作成。

バッチマネージャーの削除 apfwrmmngrコマンド JavaEE環境の機能で資源を削除。

バッチマネージャーの起動 apfwstartmngrコマンド JavaEE環境の機能で操作。

バッチマネージャーの停止 apfwstopmngrコマンド JavaEE環境の機能で操作。

バッチマネージャーの開始 apfwopenmngrコマンド JavaEE環境の機能で操作。

バッチマネージャーの終了 apfwclosemngrコマンド JavaEE環境の機能で操作。

リソースユニットの作成 apfwmkunitコマンド JavaEE環境の機能で必要資源を

作成。

リソースユニットの削除 apfwrmunitコマンド JavaEE環境の機能で資源を削除。

リソースユニットの起動 apfwstartunitコマンド JavaEE環境の機能で操作。

リソースユニットの停止 apfwstopunitコマンド JavaEE環境の機能で操作。

リソースユニット状態表示 apfwinfounitコマンド JavaEE環境の機能で操作。

apfwinfoflowコマンドを使用。

業務アプリケーションの配備 Interstage Studio、Interstage管理コ

ンソール、またはInterstageのコマ

ンドを使用。

JavaEE環境の持つ配備機能を使

用。

EAR形式で配備。

リソースユニットの環境設定

（クラスパスやライブラリパスの設

定、多重度の変更など）

リソースユニットを構成するIJServer
に対して実施。

JavaEE環境の仕様に従う。

WebLogic Serverの場合

リソースユニットを構成する管理対

象サーバに対して定義。

その他 資源のバックアップ・リストア apfwbkupjbコマンドおよび

apfwrstrjbコマンド

必要な資源をコピーすることでバッ

クアップ・リストアを実施

ファイル管理機能を利用したファ

イル操作

サポート 未サポート

クラスタ運用 サポート 未サポート
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第13章 バッチ実行環境のセットアップ(Interstage以外のJavaEE
環境)

バッチ実行基盤（Java）を使用してフローを実行するためには、バッチ実行環境を構築する必要があります。ここでは、Interstage以外の

JavaEE環境を使用する場合の、バッチ実行環境の構築方法について説明します。

13.1 バッチ実行環境のセットアップ(WebLogic)
JavaEE環境として、WebLogic Serverを使用する場合の、バッチ実行環境の構築方法について説明します。

13.1.1 アプリケションサーバの環境作成(WebLogic)
バッチ実行環境を使用するためには、ドメインの作成などWebLogic Serverの環境を作成する必要があります。WebLogic Serverの環

境作成については、WebLogic Serverのマニュアルを参照してください。

13.1.2 フロー実行環境の構築(WebLogic)
フロー実行環境の構築方法について説明します。

13.1.2.1 フロー実行環境の構築手順

実行環境を構築する際の手順を以下に示します。

各手順について以下に説明します。

13.1.2.2 フロー実行環境の作成

実行環境を作成するために以下の作業を行う必要があります。

・ バッチマネージャーの作成

・ リソースユニットの作成

 
バッチマネージャーの作成

Weblogic Serverでバッチマネージャーを構成する資源を作成してください。バッチマネージャーを配置するサーバで実施してくださ

い。バッチマネージャーを構成する資源については、“12.2 システム構成(Weblogic)”を参照してください。また、各資源の作成方法の

詳細については、WebLogicのマニュアルを参照してください。
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以下に作成手順を示します。

1. 管理対象サーバ（apfwbatchmngr）の作成

2. 管理対象サーバのコンフィグレーション（マシンの関連付け）

3. 管理対象サーバのコンフィグレーション（クラスパス、引数の設定）

管理対象サーバの動作に必要なクラスパス、引数として以下の値を設定する。

管理対象サーバにクラスパスを設定する場合、WebLogic Server固有のクラスパス定義として、管理対象サーバの動作に必要な

クラスパスと、JDKディレクトリ内の“tools.jar”を更に追加する必要があります。

WebLogic Server固有のクラスパス定義については、WebLogic Serverのマニュアルを参照してください。

項目 設定値

クラスパス

INSTDIR\BAS\lib\apfwflowctrl50.jar;INSTDIR\BAS\lib
\apfwbatch50.jar;INSTDIR\BAS\lib\apfwmsgapi.jar;INSTDIR\BAS\lib
\apfwtrackapi.jar;INSTDIR\BAS\lib\apfwibscm.jar;INSTDIR\APC\lib
\uji.jar;INSTDIR\APC\lib\ujief.jar;INSTDIR\APC\lib\ujilog.jar;INSTDIR\BAS
\lib\apfwbatchfilemngr.jar;INSTDIR\BAS\lib\apfwbatchbc.jar

 

/opt/FJSVibs/lib/apfwflowctrl50.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwbatch50.jar:/opt/
FJSVibs/lib/apfwmsgapi.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwibscm.jar:/opt/FJSVibs/lib/
apfwtrackapi.jar:/opt/FJSVwebc/lib/uji.jar:/opt/FJSVapcef/lib/ujief.jar:/opt/
FJSVapclg/lib/ujilog.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwsetsecurity.jar:/opt/FJSVibs/lib/
apfwbatchfilemngr.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchbc.jar

引数 -Dcom.fujitsu.interstage.jms.queue_max_err=yes -
Dcom.fujitsu.ObjectDirector.DeterredMessage=YES -
Dcom.fujitsu.interstage.jbatch.server=yes

（INSTDIRは、Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ）

4. JMSサーバ（apfwbatchmngr_jms）の作成

5. JMSモジュール（apfwbatchmngr_jms_m）の作成（未作成の場合）

6. サブデプロイメント（apfwbatchmngr_sub）の作成

JMSサーバ（apfwbatchmngr_jms）と関連付けを行う。

7. 以下の5つのJMSキューの作成

－ フロー実行受付用（apfwbatchmngr_instr）

－ 操作受付用（apfwbatchmngr_inctl）

－ 結果通知用（apfwbatchmngr_res）

－ 結果通知(API)用 (apfwbatchmngr_resapi)

－ エラー退避用（apfwbatchmngr_err）

8. JMSキューのコンフィグレーション（キューの非永続化）

作成した5つのJMSキューの配信モードを非永続にする。

9. 接続ファクトリの作成（未作成の場合）

10. バッチマネージャー制御用EJBのインストール

管理対象サーバ（apfwbatchmngr）にapfwbatchmngr.jarをインストールしてください。

apfwbatchmngr.jarは、以下に格納されているものを任意の場所にコピーのうえ、インストールしてください。

[Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ]\BAS\sample\OtherAPS\WebLogic\deploy\apfwbatchmngr
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/opt/FJSVibs/sample/OtherAPS/WebLogic/deploy/apfwbatchmngr

 
リソースユニットの作成

Weblogic Serverでリソースユニットを構成する資源を作成してください。リソースユニットを配置するサーバで実施してください。リソー

スユニットを構成する資源については、“12.2 システム構成(Weblogic)”を参照してください。また、各資源の作成方法の詳細について

は、WebLogicのマニュアルを参照してください。

以下にリソースユニット名がRU1の場合の作成手順を示します。各リソース名の“RU1”の部分は、実際に作成するリソースユニットの名

前に置き換えてください。

1. 管理対象サーバ（RU1）の作成

2. 管理対象サーバのコンフィグレーション（マシンの関連付け）

3. 管理対象サーバのコンフィグレーション（クラスパス、引数の設定）

管理対象サーバの動作に必要なクラスパス、引数に以下の値を設定する。

管理対象サーバにクラスパスを設定する場合、WebLogic Server固有のクラスパス定義として、管理対象サーバの動作に必要な

クラスパスと、JDKディレクトリ内の“tools.jar”を更に追加する必要があります。

WebLogic Server固有のクラスパス定義については、WebLogic Serverのマニュアルを参照してください。

項目 設定値

クラスパス

INSTDIR\BAS\lib\apfwflowctrl50.jar;INSTDIR\BAS\lib
\apfwbatch50.jar;INSTDIR\BAS\lib\apfwmsgapi.jar;INSTDIR\BAS\lib
\apfwtrackapi.jar;INSTDIR\BAS\lib\apfwibscm.jar;INSTDIR\APC\lib
\uji.jar;INSTDIR\APC\lib\ujief.jar;INSTDIR\APC\lib\ujilog.jar;INSTDIR\BAS
\lib\apfwbatchfilemngr.jar;INSTDIR\BAS\lib\apfwbatchbc.jar

 

/opt/FJSVibs/lib/apfwflowctrl50.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwbatch50.jar:/opt/
FJSVibs/lib/apfwmsgapi.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwibscm.jar:/opt/FJSVibs/lib/
apfwtrackapi.jar:/opt/FJSVwebc/lib/uji.jar:/opt/FJSVapcef/lib/ujief.jar:/opt/
FJSVapclg/lib/ujilog.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchfilemngr.jar:/opt/FJSVibs/lib/
apfwbatchbc.jar

引数 -Dcom.fujitsu.interstage.jms.queue_max_err=yes -
Dcom.fujitsu.ObjectDirector.DeterredMessage=YES -
Dcom.fujitsu.interstage.apfw.jbatch=on -Dcom.fujitsu.interstage.apfw.rscunit=リ
ソースユニット名 -Dcom.fujitsu.interstage.apfw.jbatch.server=yes

（INSTDIRは、Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ）

4. JMSサーバ（RU1_jms）の作成

5. JMSモジュール（apfwbatchmngr_jms_m）の作成（作成未の場合）

6. サブデプロイメント（RU1_sub）の作成

JMSサーバ（RU1_jms）と関連付けを行う。

7. JMSキューの作成

フロー実行制御用（RU1_prexe）のJMSキューを作成する。

8. JMSキューのコンフィグレーション（キューの非永続化）

作成したJMSキューの配信モードを非永続にする。

9. 接続ファクトリの作成（未作成の場合）

10. リソースユニット制御用EJBのデプロイメント記述子の作成

以下に格納されているデプロイメント記述子ejb-jar.xmlを任意の場所にコピーし、表示名（display-nameタグ）と、EJB名（ejb-name
タグ）にEJB名ApfwUnitManage_RU1を記述してください。
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[Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ]\BAS\sample\OtherAPS\WebLogic\deploy\apfwbatchunit
  

/opt/FJSVibs/sample/OtherAPS/WebLogic/deploy/apfwbatchunit

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

<ejb-jar

  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee

  http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/ejb-jar_2_1.xsd"

  version="2.1">

  <enterprise-beans>

    <session>

      <display-name>ApfwUnitManage_RU1</display-name>

      <ejb-name>ApfwUnitManage_RU1</ejb-name>

      <home>com.fujitsu.interstage.apfw.batch.runtime.UnitManageBeanHome</home>

      <remote>com.fujitsu.interstage.apfw.batch.runtime.UnitManageBeanRemote</remote>

      <ejb-class>com.fujitsu.interstage.apfw.batch.runtime.UnitManageBean</ejb-class>

      <session-type>Stateless</session-type>

      <transaction-type>Bean</transaction-type>

     </session>

  </enterprise-beans>

</ejb-jar>

11. リソースユニット制御用EJBのWebLogic Server固有のデプロイメント記述子の作成

以下に格納されているWebLogic Server固有のデプロイメント記述子weblogic-ejb-jar.xmlを任意の場所にコピーし、EJB名（ejb-
nameタグ）と、JNDI名（jndi-nameタグ）にEJB名ApfwUnitManage_RU1を記述してください。

[Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ]\BAS\sample\OtherAPS\WebLogic\deploy\apfwbatchunit
  

/opt/FJSVibs/sample/OtherAPS/WebLogic/deploy/apfwbatchunit

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

<weblogic-ejb-jar

  xmlns="http://www.bea.com/ns/weblogic/90"

  xmlns:j2ee="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xsi:schemaLocation="http://www.bea.com/ns/weblogic/90

  http://www.bea.com/ns/weblogic/90/weblogic-ejb-jar.xsd">

  <weblogic-enterprise-bean>

    <ejb-name>ApfwUnitManage_RU1</ejb-name>

    <stateless-session-descriptor>

    </stateless-session-descriptor>

    <jndi-name>ApfwUnitManage_RU1</jndi-name>

  </weblogic-enterprise-bean>

12. リソースユニット制御用EJBの作成

デプロイメント記述子ejb-jar.xml、およびWebLogic Server固有のデプロイメント記述子weblogic-ejb-jar.xmlでjarファイルを作成

してください。

なお、EJBクラスファイルは管理対象サーバのクラスパスに設定されていますので、Jarファイルに含める必要はありません。

13. リソースユニット制御用EJBのインストール

管理対象サーバ（RU1）に上記で作成したjarファイルをインストールしてください。
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14. 簡易実行ログの出力先フォルダの作成

“2.3.7 ログの出力”を参照し、簡易実行ログ出力先フォルダを作成してください。

 
Interstage以外のJavaEE実行環境を使用する場合に必要な定義ファイルの記述

以下の場所に格納されている定義ファイルAPS_free.xmlに以下に示す情報を定義してください。

[Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ]\BAS\etc\JavaBatch\def

/opt/FJSVibs/etc/JavaBatch/def

・ 定義する情報

タグ 設定値

java-naming-factory-initial weblogic.jndi.WLInitialContextFactory

java-option T3クライアントの動作に必要なJavaオプション

class-path T3クライアントの動作に必要なクラスパス

provider-url 管理対象サーバのプロバイダURL

name 管理対象サーバの名前

・ 定義例

以下にバッチマネージャーのプロバイダURLがt3://localhost:7002、リソースユニットの名前がRU1、リソースユニットのプロバイダURL
がt3://localhost:7003の場合の定義例を示します。

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

<apfw-apsf-config

    xmlns="http://interstage.fujitsu.com/schemas/apfw/APS_free"

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

    xsi:schemaLocation="http://interstage.fujitsu.com/schemas/apfw/APS_free.xsd">

<apfw-apsf-config>

  <version>9.1</version>

  <common>

    <property>

      <java-naming-factory-initial>

         weblogic.jndi.WLInitialContextFactory

      </java-naming-factory-initial>

    </property>

  </common>

  <command>

    <java-option></java-option>

       <class-path>C:\bea\wlserver_10.0\server\lib\wlfullclient.jar</class-path>

  </command>

  <application-server>

    <batch-manager>

      <name>apfwbatchmngr</name>

      <initial-context>

        <provider-url>t3://localhost:7002</provider-url>

      </initial-context>

    </batch-manager>

    <resource-unit>

      <name>RU1</name>

      <initial-context>

        <provider-url>t3://localhost:7003</provider-url>

      </initial-context>

    </resource-unit>
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  </application-server>

</apfw-apsf-config>

 
環境変数の設定

フロー実行環境で必要な以下の環境変数を設定してください。

システム環境変数PATH に、以下のJAVAの実行パスを追加します。設定後、コンピュータを再起動してください。

・ sun社のJDKを使用する場合の例

C:\bea\jdk150_06\bin; C:\bea\jdk150_06\jre\bin\client

・ JRockitを使用する場合の例

C:\bea\jrockit90_150_06\bin;C:\bea\jrockit90_150_06\jre\bin\jrockit

環境変数PATH に、以下のJAVAの実行パスを追加します。

・ sun社のJDKを使用する場合の例

/usr/local/bea/jdk150_06/bin/

環境変数LD_LIBRARY_PATH に、以下のJAVAの実行パスを追加します。

・ sun社のJDKを使用する場合の例

/usr/local/bea/jdk150_06/jre/lib/sparc/:/opt/FJSVapcef/lib/:/opt/FJSVibs/lib/

環境変数PATH に、以下のJAVAの実行パスを追加します。

・ JRockitを使用する場合の例

/root/bea/jrockit_150_11/bin/

環境変数LD_LIBRARY_PATH に、以下のJAVAの実行パスを追加します。

・ JRockitを使用する場合の例

/root/bea/jrockit_150_11/jre/lib/ia64/jrockit/:/opt/FJSVapcef/lib/:/opt/FJSVibs/lib/

13.1.2.3 フロー定義の作成・登録

フロー定義ツールで作成したフロー定義をバッチマネージャーに登録します。フロー定義ツールの詳細については“第7章 フロー定

義の作成”を参照してください。フロー定義登録の手順を以下に示します。

1. フロー定義ファイルの転送

フロー定義ツールで作成したフロー定義ファイルをバッチマネージャーを運用するアプリケーションサーバの任意のディレクトリ

に転送します。

2. フロー定義の登録

フロー定義をバッチマネージャーに登録します。転送したフロー定義ファイルを入力としてフロー定義登録コマンドを実行してく

ださい。コマンドはバッチマネージャーを運用するアプリケーションサーバ上で実行します。フロー定義の登録にはapfwregflow
コマンドを使用します。フロー定義を登録する際のapfwregflowコマンドの実行例を以下に示します。

# apfwregflow -f /export/home/ibasuser/sample.flw -runit UNIT1

13.1.2.4 アプリケーションの開発・配備

開発サーバで開発したアプリケーションを配備します。アプリケーションの開発と配備方法については“第14章 アプリケーション開発

(Interstage以外のJavaEE環境)”を参照してください。
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13.1.2.5 リソースユニットの環境設定

リソースユニット上に配備した業務アプリケーションが動作するために必要な環境設定を行います。環境設定はリソースユニット作成時

に作成した管理対象サーバに対して行います。

業務アプリケーションを動作させるために必要な環境設定として以下の設定を確認してください。

・ クラスパス

・ ライブラリパス

管理対象サーバの設定変更方法は、WebLogic Serverのマニュアルを参照してください。

13.1.3 フロー実行環境の変更(Weblogic)
実行環境を変更する場合に必要となる作業について説明します。実行環境の変更は、以下に示す変更内容ごとに作業手順が異なり

ます。

・ システム構成の変更

・ リソースユニットの追加・変更

・ フロー定義の追加・変更

・ アプリケーションの追加・変更

13.1.3.1 システム構成の変更

上記以外のシステム構成変更を行う場合は、システム構成の設計を行い、アプリケーションサーバの環境作成と実行環境の構築をや

り直してください。システムの再構成を行う際には1度実行環境の削除を行ってください。

13.1.3.2 リソースユニットの追加・削除

リソースユニットの追加・削除を行う場合は、内容に応じて以下の作業を実施してください。

 
リソースユニットの追加

リソースユニットの作成を行ってください。作成方法については、“13.1.2.2 フロー実行環境の作成”を参照してください。

 
リソースユニットの削除

リソースユニットの削除を行ってください。削除方法については、“13.1.4.3 フロー実行環境の削除”を参照してください。

13.1.3.3 フロー定義の追加・変更・削除

フロー定義の追加・変更・削除を行う場合は、内容に応じて以下の作業を実施してください。

 
フロー定義の追加・変更

フロー定義ツールでフロー定義の作成・修正を行い、バッチマネージャーに登録してください。登録後には、apfwrldmngrコマンドで

バッチマネージャーの更新を行ってください。

フロー定義の登録については、“13.1.2.3 フロー定義の作成・登録”を、apfwrldmngrコマンドについては“16.16 apfwrldmngr”を参照し

てください。

フロー定義の変更を行った場合は、フローが動作するために必要な業務アプリケーションに対して、修正を行う必要ないか確認してく

ださい。業務アプリケーションが追加されている場合やインタフェースが変更されている場合は、業務アプリケーションを修正する必要

があります。

 
フロー定義の削除

apfwunregflowコマンドを使用してフロー定義の削除を行います。フロー定義の削除後は、apfwrldmngrコマンドを使用して、バッチマ

ネージャーの更新を行ってください。
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apfwunregflowコマンドについては“16.18 apfwunregflow”を、apfwrldmngrコマンドについては“16.16 apfwrldmngr”を参照してくださ

い。

フロー定義の削除を行った場合は、業務アプリケーションを削除する必要がないか確認を実施してください。

13.1.3.4 アプリケーションの追加・変更・削除

業務アプリケーションの追加・変更を行う場合には、変更内容に応じて以下の作業を実施してください。また、業務アプリケーションの

追加・変更時にはリソースユニットが停止している必要があります。リソースユニットの停止方法については、“15.1.1.8 リソースユニット

の停止”を参照してください。

 
アプリケーションの追加・変更

追加・変更したい業務アプリケーションの配備を行ってください。業務アプリケーションの配備方法については“第3部 アプリケーション

開発”を参照してください。

 
アプリケーションの削除

削除したい業務アプリケーションの配備解除を行ってください。業務アプリケーションの配備解除方法については、WebLogic Server
のマニュアルを参照してください。

13.1.4 フロー実行環境の削除(WebLogic)
フロー実行環境の削除方法について説明します。

13.1.4.1 実行環境の削除方法

実行環境を削除する際の手順を以下に示します。

各手順について以下に説明します。

13.1.4.2 運用の停止

実行環境を削除する際は、運用を停止してから行う必要があります。運用の停止方法は“運用の停止”を参照してください。

13.1.4.3 フロー実行環境の削除

実行環境の削除ではバッチマネージャーとリソースユニットの削除を行います。

 
リソースユニットの削除

Weblogic Serverでリソースユニットを構成する資源を削除してください。リソースユニットを構成する資源については、“12.2 システム構成

(Weblogic)”を参照してください。また、各資源の削除方法の詳細については、WebLogicのマニュアルを参照してください。

 
バッチマネージャーの削除

Weblogic Serverでバッチマネージャーを構成する資源を削除してください。バッチマネージャーを構成する資源については、“12.2 シ
ステム構成(Weblogic)”を参照してください。また、各資源の削除方法の詳細については、WebLogicのマニュアルを参照してください。
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13.1.5 スケジューラ製品と連携する場合のセットアップ方法(WebLogic)
バッチ実行基盤（Java）では、フローの実行、キャンセル、および再実行を行うコマンドを提供しています。

スケジューラ製品と連携して、各コマンドを実行する処理をスケジューリングすることができます。

スケジューラ製品としてSystemwalker Operation Managerを使用する場合は、“付録B Systemwalker Operation Managerとの連携”を参

照してください。
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第14章 アプリケーション開発(Interstage以外のJavaEE環境)
バッチ実行基盤（Java）を使用してフローを実行するためには、フロー定義、業務処理実行アプリケーション、また、オンデマンド型業

務モデルの場合は業務処理開始アプリケーションを開発する必要があります。ここでは、Interstage以外のJavaEE実行環境を使用する

場合の、アプリケーション開発方法について説明します。

Interstage以外のJavaEE実行環境を使用する場合、アプリケーションの開発は、以下の3点を除き、使用するJavaEE実行環境がサポー

トする開発ツールを使用します。以下の3点については、Interstage Studioで作成してください。

・ フロー定義

・ 業務処理実行アプリケーションのひな型ソースコード

・ 業務処理開始アプリケーションのJavaバッチAPI呼び出しのソースコード

14.1 アプリケーション開発(WebLogic)
JavaEE実行環境として、WebLogic Serverを使用する場合の、アプリケーション開発方法について説明します。

14.1.1 フロー定義の作成(WebLogic)
フロー定義の作成方法は、Interstageを使用した場合と同じです。

作成方法の詳細については、“第7章 フロー定義の作成”を参照してください。

14.1.2 業務処理実行アプリケーションの作成(WebLogic)

14.1.2.1 業務処理実行アプリケーションの作成手順

業務処理実行アプリケーションの作成手順を以下に示します。
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各手順について以下に説明します。

14.1.2.2 業務処理実行アプリケーションのひな型ソースコードの作成

業務処理実行アプリケーションの雛型ソースコードは、Interstage Studioで作成します。作成方法の詳細は、“8.3 アプリケーション連携

フロープロジェクトの作成”、“8.4 実行基盤連携用ライブラリの設定”、および“8.5 業務処理実行アプリケーションの生成”を参照してく

ださい。

14.1.2.3 業務処理の作成・修正

業務処理の作成・修正は、Workshop for WebLogic Platformを使用して行います。以下の手順で実施してください。Workshop for
WebLogic Platformの詳細については、Workshop for WebLogic Platformのマニュアルを参照してください。

1. Workshop for WebLogic Platformでプロジェクトを作成（Javaプロジェクト）

2. Interstage Studioで作成した雛型ソースコードを移入

3. 業務処理実行アプリケーションに記述する処理を作成・修正

作成・修正方法については、“8.6.1 呼出し対象のメソッド処理の記述”を参照してください。

4. ビルドを実施

5. 必要に応じて業務処理実行アプリケーション単体でデバッグを実施
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14.1.2.4 ejb-jarの作成

配備するEARファイルに含めるejb-jarを作成します。作成は、以下の手順で行います。

1. classファイルの抽出

Workshop for WebLogic Platformでビルドした業務処理実行アプリケーションのjarファイルから、jarコマンドを使用してclassファ

イルを抽出します。

2. WebLogic Server固有のデプロイメント記述子の作成

以下に格納されているWebLogic Server固有のデプロイメント記述子weblogic-ejb-jar.xmlを任意の場所にコピーし、関連付ける

キュー名（destination-jndi-nameタグ）にJMSキュー名“リソースユニット名_prexe”（配備するリソースユニット名がRU1の場合は

RU1_prexe）を記述してください。

INSTDIR\BAS\sample\OtherAPS\WebLogic\deploy\userapp
（INSTDIRは、Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ）

/opt/FJSVibs/sample/OtherAPS/WebLogic/deploy/userapp

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

<weblogic-ejb-jar

  xmlns="http://www.bea.com/ns/weblogic/90" xmlns:j2ee="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/

2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.bea.com/ns/weblogic/90 http://www.bea.com/ns/weblogic/90/

weblogic-ejb-jar.xsd">

  <weblogic-enterprise-bean>

    <ejb-name>BAS_JBRuntimeEJB</ejb-name>

    <message-driven-descriptor>

      <destination-jndi-name>RU1_prexe</destination-jndi-name>

    </message-driven-descriptor>

  </weblogic-enterprise-bean>

</weblogic-ejb-jar>

3. デプロイメント記述子の取り出し

以下に格納されているデプロイメント記述子ejb-jar.xmlを任意の場所にコピーします。

INSTDIR\BAS\sample\OtherAPS\WebLogic\deploy\userapp
（INSTDIRは、Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ）

/opt/FJSVibs/sample/OtherAPS/WebLogic/deploy/userapp

4. 以下の３つのファイルをjarコマンドでjarファイルにします。

・業務処理実行アプリケーションのclassファイル

・WebLogic Server固有のデプロイメント記述子weblogic-ejb-jar.xml
・デプロイメント記述子ejb-jar.xml

14.1.2.5 業務処理実行アプリケーションのインストール

作成したejb-jarをEAR形式でパッケージ化します。

リソースユニットが配置されているアプリケーションサーバにEARファイルを転送し、リソースユニットを構成する管理対象サーバ（リソー

スユニット名がRU1の場合は、RU1）に作成したEARファイルをインストールしてください。

インストール方法の詳細については、WebLogic Serverのマニュアルを参照してください。

１つのリソースユニットで複数の業務処理実行アプリケーションを動作させる場合は、そのejb-jarをすべて1つのEARファイルにパッケー

ジ化してインストールしてください。
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14.1.2.6 業務処理実行アプリケーションの変更手順

業務処理実行アプリケーションを変更する場合の手順について説明します。

 
インタフェース変更時の手順

フロー定義内で定義する呼出し定義や業務データ定義を変更した場合に、業務処理実行アプリケーションのインタフェースを変更す

る方法を、以下に示します。

1. 業務処理実行アプリケーションの雛型ソースコードの作成

2. 業務処理の作成・修正

3. ejb-jarの作成

4. EARファイルへejb-jarを追加

5. 業務処理実行アプリケーションのインストール

 
業務ロジック変更時の手順

フロー定義を変更せず、業務ロジックのみを変更する場合は、以下の手順で業務処理実行アプリケーションを変更します。

1. 業務処理の作成・修正

2. ejb-jarの作成

3. EARファイルへejb-jarを追加

4. 業務処理実行アプリケーションのインストール

14.1.2.7 業務処理実行アプリケーションを作成する場合の注意事項

業務処理実行アプリケーションを作成する場合の注意事項については、“8.11 業務処理実行アプリケーションを作成する場合の注意

事項”を参照してください。

14.1.3 業務処理開始アプリケーションの作成(WebLogic)

14.1.3.1 業務処理開始アプリケーションの作成手順

業務処理開始アプリケーションの作成手順を以下に示します。
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14.1.3.2 業務処理開始アプリケーションの雛型ソースコードの作成

業務処理実行アプリケーションの雛型ソースコードは、Interstage Studioで作成します。Interstage Studioでは、バッチ実行基盤のAPI組
み込みウィザードを使用してソースコードにフローの実行、または結果取得を行うAPIを組み込みます。作成方法の詳細は、“9.3 業務

処理開始アプリケーションプロジェクトの作成”、および“9.4 フロー実行APIの組み込み”を参照してください。

14.1.3.3 業務処理の作成・修正

業務処理の作成・修正は、Workshop for WebLogic Platformを使用して行います。以下の手順で実施してください。Workshop for
WebLogic Platformの詳細については、Workshop for WebLogic Platformのマニュアルを参照してください。

1. Workshop for WebLogic Platformでプロジェクトを作成

2. Interstage Studioで作成した雛型ソースコードを移入

3. 業務処理開始アプリケーションに記述する処理を作成・修正

フロー実行APIのパラメーターや業務データの初期データの設定については、“9.5 フロー実行APIの設定”を参照してください。

4. ビルドを実施

14.1.3.4 業務処理開始アプリケーションのインストール

業務処理開始アプリケーションをEJBやWebアプリケーションで作成した場合は、Workshop for WebLogic Platformのビルドで作成し

た資産をインストールします。

インストール方法の詳細については、WebLogic Serverのマニュアルを参照してください。

14.1.3.5 業務処理開始アプリケーションのエラー処理

業務処理開始アプリケーションで利用するJavaバッチのAPIを実行したときの、メソッドの動作に従ってエラー処理を記述します。詳細

については、“9.6 業務処理開始アプリケーションのエラー処理”を参照してください。
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第15章 運用・保守(Interstage以外のJavaEE環境)
ここでは、Interstage以外のJavaEE実行環境を使用する場合の、Javaバッチ実行環境の運用・保守について説明します。

15.1 運用・保守(WebLogic)
WebLogic Serverを使用する場合の、Javaバッチ実行環境の運用・保守について説明します。

15.1.1 運用の開始と停止(WebLogic)

15.1.1.1 バッチ実行環境の運用手順
 

運用の開始

運用を開始する手順を、以下に示します。

 
運用の停止

運用を停止する手順を、以下に示します。

15.1.1.2 リソースユニットの起動

リソースユニットの起動を行います。
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リソースユニットの起動は、管理対象サーバ（リソースユニット名がRU1の場合はRU1）の起動により行います。

リソースユニットが複数存在する場合は、起動するリソースユニットすべてに対して起動を行ってください。

15.1.1.3 バッチマネージャーの起動

バッチマネージャーの起動を行います。

バッチマネージャーの起動は、管理対象サーバ（apfwbatchmngr）の起動により行います。

以下に起動手順を示します。

1. 管理対象サーバ（apfwbatchmngr）の起動

2. フロー実行要求の受付を行いたくない場合は、フロー実行受付JMSキュー（apfwbatchmngr_instr）のメッセージの挿入を休止す

る。

フロー実行要求の受付を行う場合は、フロー実行受付JMSキュー（apfwbatchmngr_instr）のメッセージの挿入を再開する。

15.1.1.4 フローの実行

フローの実行を行います。

フローの実行方法については、“10.2.1 フローの実行と状態確認”を参照してください。

15.1.1.5 実行結果の確認

実行結果の確認を行います。

実行結果の確認方法については、“10.2.2 フローの実行結果の確認”を参照してください。

15.1.1.6 バッチマネージャーの受付停止

バッチマネージャーの受付停止を行います。

バッチマネージャーの受付停止は、フロー実行受付JMSキュー（apfwbatchmngr_instr）の休止により行います。

15.1.1.7 リソースユニットの稼動状態確認

リソースユニットの稼動状態確認を行います。以下の操作で確認してください。

・ サーバが起動しているかどうかを“Administration Console”の“サーバの概要”の画面で確認します。

・ リソースユニットに配備されているアプリケーションの状態を、“Administration Console”の“デプロイメントの概要”の画面で確認し

ます。

・ 受付可能な状態かどうかを、“Administration Console”の“nnnの設定”(注1)の“制御”タブ画面で確認します。

(注1)nnnは、リソースユニットを構成するJMSキューの名前（“リソースユニット名”_prexe）。

・ フローの状態確認は、apfwinfoflowコマンドで行います。

apfwinfoflowコマンドについては、“16.4 apfwinfoflow”を参照してください。

15.1.1.8 リソースユニットの停止

リソースユニットの停止を行います。

リソースユニットの停止は、管理対象サーバ（リソースユニット名がRU1の場合はRU1）の停止により行います。

リソースユニットが複数存在する場合は、停止するリソースユニットすべてに対して停止を行ってください。

15.1.1.9 バッチマネージャーの停止

バッチマネージャーの停止を行います。

バッチマネージャーの停止は、管理対象サーバ（apfwbatchmngr）の停止により行います。

15.1.2 異常発生時の対処(WebLogic)
バッチ実行環境で発生する異常については、“10.4 異常発生時の対処”を参照してください。

- 244 -



15.1.3 調査資料の採取について(WebLogic)
トラブルが解決しない場合は、“メッセージの概要”の“18.4 調査資料の採取について”を参照し、調査資料を採取するとともに、以下

の資料を採取した後、技術員に連絡してください。

・ サーバ動作環境の保存

プロセス情報、サーバ情報、ネットワーク情報、レジストリ情報を採取します。以下のコマンドを実行してください。

%windir%\system32\tasklist.exe > process_list_02.txt 2> NUL

set > envvar.txt

copy /B %windir%\system32\drivers\etc\hosts .

copy /B %windir%\system32\drivers\etc\lmhosts .

netstat -a -n > netstat_a.txt

netstat -r -n > netstat_r.txt

ipconfig /all > ipconfig.txt

regedit /e fujitsu.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Fujitsu

regedit /e service.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

ver > ver.txt

・ イベントログの保存

イベントビューアを起動して、アプリケーションログ、セキュリティログ、およびシステムログを採取してください。

・ ワトソンログまたはWARダンプの保存

Windows 2000またはWindows Server 2003の場合はワトソンログを、Windows Server 2008の場合はWARダンプを、それぞれ採取

してください。

・ サーバ動作環境の保存

プロセス情報、サーバ情報、ネットワーク情報を採取します。以下のコマンドを実行してください。

/bin/cp -p /var/adm/messages* .

/bin/ipcs -a > ./ipcs_output.txt

/bin/env > ./envvar.txt

/bin/showrev -a > ./showrev.txt

/bin/pkginfo -l > ./pkginfo.txt

/etc/sysdef > ./sysdef.txt

/bin/cp -p /etc/system .

/etc/mount > ./mount.txt

/usr/proc/bin/ptree > ./ptree.txt

/bin/cp -p /etc/inet/ipnodes . 2> /dev/null

/bin/ps -efl > ./ps_output.txt

/bin/ps -ef > ./ps_output2.txt

/bin/cp -p /etc/hosts .

/bin/netstat -a -n > ./netstat_a.txt

/bin/netstat -r -n > ./netstat_r.txt

/bin/uname -a > ./uname.txt

/bin/df -k > ./df.txt

/sbin/ifconfig -a > ./ifconfig.txt

 (64ビット)
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・ サーバ動作環境の保存

プロセス情報、サーバ情報、ネットワーク情報を採取します。以下のコマンドを実行してください。

/bin/cp -p /var/log/messages* .

/usr/bin/ipcs -a > ./ipcs_output.txt

/usr/bin/env > ./envvar.txt

/bin/rpm -qia > ./rpm.txt

/usr/bin/ipcs -l > ./ipcs_l.txt

/usr/bin/ipcs -u > ./ipcs_u.txt

/usr/bin/ipcs -t > ./ipcs_t.txt

/usr/bin/ipcs -p > ./ipcs_p.txt

/bin/cp -p /etc/sysctl.conf . 2> /dev/null

/bin/cp -p /etc/sysconfig/kparam . 2> /dev/null

/sbin/sysctl -a > ./syctl_a.txt

ulimit -a > ./ulimit_a.txt

/sbin/modprobe -l > ./modprobe_l.txt

/bin/mount > ./mount.txt

/usr/bin/pstree -apn > ./pstree.txt

/bin/netstat -A inet6 -a -n > ./netstat6_a.txt 2> /dev/null

/bin/netstat -A inet6 -r -n > ./netstat6_r.txt 2> /dev/null

/bin/ps -m > /dev/null 2>&1

if [ "$?" = "0" ]

then

    /bin/ps -eflm > ./ps-eflm.txt

    /bin/ps -eflH > ./ps-eflH.txt

fi

/bin/cp -p /etc/redhat-release . 2> /dev/null

/bin/ps -efl > ./ps_output.txt

/bin/ps -ef > ./ps_output2.txt

/bin/cp -p /etc/hosts .

/bin/netstat -a -n > ./netstat_a.txt

/bin/netstat -r -n > ./netstat_r.txt

/bin/uname -a > ./uname.txt

/bin/df -k > ./df.txt

/sbin/ifconfig -a > ./ifconfig.txt
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第16章 コマンドリファレンス
 

コマンドの格納先

本章で説明するコマンドの格納先を以下に示します。

[Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ]\bin

/opt/FJSVibs/bin

 
表記内容の説明

コマンドリファレンスでは、下表の構成で説明しています。

項目 内容

名前 コマンドの名前と概要を示します。

形式 コマンドの記述形式を示します。

機能説明 コマンドの機能を説明します。

オプション コマンドのオプションを説明します。

オペランド コマンドのオペランド（オプション以外の指定項目）を説明します。

なお、オペランドがないコマンドでは、本項目がありません。

実行可能ユーザー コマンドを実行できるユーザーを示します。

使用例 コマンドの代表的な使用例を示します。

コマンドの復帰コード コマンドの復帰コードとその意味を説明します。

注意事項 コマンドの注意事項を説明します。

コマンドリファレンスの「形式」では、下表に示す記号を使用しています。

記号 意味

[ ] 省略できることを示します。

例 ）command -a [-b] [-c xxx]
-aオプションは省略できません。

-b、-cオプションは両方とも省略できます。

-a、-b、-cオプションを同時に指定できます。

[ | ] 省略できることを示します。

指定する場合は“|”で列挙されたものうち、1つだけ

を指定することができます。

例 ）command -a [-b | -c | -d xxx]
-aオプションは省略できません。

-b、-c、-dオプションのすべてを省略できます。

-b、-c、-dオプションのいずれか1つだけを指定でき

ます。

{ | } 省略できないことを示します。

“|”で列挙されたもののうち、1つだけを指定します。
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記号 意味

例 ）command {-a | -b | -c xxx}
-a、-b、-cオプションのうちいずれか1つだけを指定

する必要があります。

... 繰り返して指定できることを示します。

例 ）command name ...
nameを空白で区切って、1つ以上指定できます。

オプションやオペランドの指定値の留意事項を、次に示します。

・ 空白を禁止していないものは、空白を指定できます。ファイルのパス名など空白を含む文字列を指定する場合、文字列全体を二

重引用符で囲みます。

例 ）-f “/aaa/bbb/c cc”

・ ディレクトリ名やファイル名の説明において、制限長が示されていないものは、制限長がシステム上の制限と一致することを示しま

す。

・ 数値の説明では読みやすくするために3桁ごとにコンマで区切る場合がありますが、実際のコマンド入力時はコンマを除く数値を

指定します。たとえば、“1～99,999,999の範囲で指定します”という説明があれば、1～99999999の範囲の数値を指定します。

・ 複数指定が可能なオプションやオペランドで、指定個数の上限が明記されていないものは、コマンドライン上入力可能な範囲が上

限となります。

・ オペランドは、その右側にオプションがないように指定します。

16.1 apfwsubflow
 

名前

apfwsubflow - フローの実行・再実行

 
形式

・ フローを実行する場合

apfwsubflow -f フロー定義名 [-n フロー名] [-r 業務データ=業務データの初期データ] [ -runit リソースユニット名 | -rgroup リソース

グループ名] [-p 実行ログ出力先パス] [-s] [-t フロータイムアウト時間]

・ フローを再実行する場合

apfwsubflow -i コリレーションID [-p 実行ログ出力先パス] [-s]

 
機能説明

・ フローを実行する場合

指定されたフロー定義名に対応するフローを実行します。フローを実行するとコリレーションIDが標準出力に返却されます。コマン

ドは、フローの実行が終了するまで待ち合わせを行います。

・ フローを再実行する場合

コリレーションIDに指定した異常終了、キャンセル、またはタイムアウトにより停止したフローを、停止したステップから再実行しま

す。コマンドは、フローの実行が終了するまで待ち合わせを行います。

なお、フローを実行する場合、およびフローを再実行する場合のいずれにおいても、[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停

止すると実行中のフローはキャンセルされます。

また、“3.1.3 運用時に必要なディスク容量”に示すディスクの空き領域を確保した状態でフローを実行してください。領域が不足してい

る場合、実行ログのサイズが0バイトになるなど正しく出力されないことがあります。

 
オプション

-f フロー定義名

実行するフロー定義名を指定します。
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-n フロー名

フロー定義名に対するフロー名を指定します。本オプションを省略した場合は、フロー定義名が使用されます。フロー名を指定す

ることで、同一のフロー定義を複数実行した場合、識別することができます。

なお、ファイル管理機能を利用するフローを実行する場合、フロー名は以下である必要があります。

文字数 1～63文字

使用可能文字 半角英文字（大文字と小文字の区別あり）、半角数字、

半角アンダースコア（_）、半角ハイフン（-）
ただし、先頭に半角ハイフン(-)は指定不可。

-runit リソースユニット名

フロー定義を登録した際のリソースユニットの負荷が高い場合や何らかの異常により使用することができないなど、フローを登録時

以外の任意のリソースユニットで実行する場合、本オプションを指定します。

本オプションを省略した場合は、フロー定義を登録したときに指定されたリソースユニットでフローを実行します。フローを再実行し

た場合は、フローを実行した時のリソースユニットで実行します。

-rgroup リソースグループ名

リソースグループでグループ化した複数のリソースユニットに対してフローを実行する場合、本オプションを指定します。

本オプションを省略した場合の動作は以下となります。

－ リソースユニットがリソースグループに属する場合

-runit/-rgroupをともに省略 -runitを指定 -rgroupを指定

フロー定義登録時に指定したリソース

ユニットが属するリソースグループで実

行

-runitオプションで指定し

たリソースユニットで実行

指定したリソースグループで実

行

－ リソースユニットがリソースグループに属さない場合

-runit/-rgroupをともに省略 -runitを指定 -rgroupを指定

フロー定義登録時指定したリソースユ

ニットで実行

-runitオプションで指定し

たリソースユニットで実行

コマンドが異常終了します

-i コリレーションID

再実行するフローのコリレーションIDを指定します。

-p 実行ログ出力先パス

実行ログの出力先パスを指定します。本オプションを指定した場合は、実行ログはその出力先とリソースユニットの実行ログ出力先

の両方に出力されます。本オプションを省略した場合は、実行ログはリソースユニットの実行ログ出力先のみに出力されます。また、

出力先は絶対パスで指定してください。

ファイル名指定 指定されたファイル名で出力します。

ディレクトリ指定 指定されたディレクトリに出力します。

ファイル名は自動生成します。ファイル名は以下の形式となります。

“フロー名” + “_” + “00000～99999” + “_” + “UTC時刻” + “_” + “1
以上の数字”

-s

実行ログを標準出力に出力しない場合に指定します。本オプションを省略した場合は、実行ログを標準出力に出力します。

-r 業務データ=業務データの初期データ

フロー定義の業務データ定義で指定した業務データの初期データを指定します。本オプションを省略した場合は、業務データ定

義に指定した業務データの初期値を使用します。

複数の業務データを指定する場合は、“:”で区切って指定してください。なお、初期データを指定できる業務データの型は、“String
型”だけです。1つの業務データの初期データは、255バイト以内で指定してください。初期データに“:”および“=”を含む文字列を
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指定する場合、“\"”で文字列の前後を囲ってください。初期データにダブルクォート(")を含む文字列を指定する場合、“\"”でダブ

ルクォート(")の前後を囲ってください。業務データ定義に定義していない業務データを本オプションで指定した場合は、その値は

無視されます。

業務データ“ACCNAME”に“GYOMU”、業務データ“ACCDATE”に“2008/0701”、業務データ“ACCNO”に“10001”を初期値に

設定する場合の指定例を以下に示します。

apfwsubflow -f FlowName -r ACCNAME=GYOMU:ACCDATE=2008/0701:ACCNO=10001

業務データ“FILENAME”に“C:\temp\file.txt”、業務データ“ACCDATE”に“2008/0701”、業務データ“ACCNO”に“10001”を初

期値に設定する場合の指定例を以下に示します。

apfwsubflow -f FlowName -r FILENAME=\"C:\temp\file.txt\":ACCDATE=2008/0701:ACCNO=10001

業務データ“FILENAME”に“/tmp/file.txt”、業務データ“ACCDATE”に“2008/0701”、業務データ“ACCNO”に“10001”を初期値

に設定する場合の指定例を以下に示します。

apfwsubflow -f FlowName -r FILENAME="/tmp/file.txt":ACCDATE=2008/0701:ACCNO=10001

-t フロータイムアウト時間

フローのタイムアウト時間を以下のいずれかの形式で指定します。本オプションを省略した場合は、“0: 無制限”になります。

－ 0: タイムアウト時間は無制限になります。

－ 1s～604800s: タイムアウト時間は指定した“秒”になります。

－ 1m～10080m: タイムアウト時間は指定した“分”になります。

－ 1h～168h: タイムアウト時間は指定した“時”になります。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

・ システム管理者

・ Interstage運用者グループ

 
使用例

フローを実行します。

フロー定義名：BusinessFlow
フロー名：Flow1
フローを実行するリソースユニットの名前：UNIT

apfwsubflow -f BusinessFlow -n Flow1 -runit UNIT

リソースグループに対してフローを実行します。

フロー定義名：BusinessFlow
フロー名：Flow1
フローを実行するリソースグループの名前：GROUP

apfwsubflow -f BusinessFlow -n Flow1 -rgroup GROUP
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フローを再実行します。

コリレーションID：Flow1_00001

apfwsubflow -i Flow1_00001

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外：異常終了

 
注意事項

・ -rオプションに指定する、業務データの初期値に代入する値に空白やタブを記述する場合は、-rオプションの引数を二重引用符

で囲ってください。

・ アプリケーションサーバにInterstageを使用する場合、-tオプションに指定した時間は、イベントサービスの“Mixedモデルのイベント

データの待ち合わせ時間(秒)”に依存します。そのため、フローの実行時間がタイムアウト時間に達しても、-tオプションに“Mixed
モデルのイベントデータの待ち合わせ時間(秒)”を加えた時間後にコマンドが復帰します。

・ リソースグループに属するすべてのリソースユニットが閉塞されている場合、またはリソースグループが閉塞されている場合は、コ

マンドは異常終了します。

・ 通過できるアクティビティの 大は100個です。フローを再実行した場合もアクティビティは累計されます。100個を超えた場合は、

FSP_INTS-BAS_AP1015によりフローの実行はエラーとなります。

・ リソースグループに対してフローを実行した際にリソースグループ内のすべてのリソースユニットでフローが実行できなかった場合、

リソースグループは自動的に閉塞します。

・ -pオプションを指定して実行したフローが、apfwcancelflowコマンドによってキャンセル処理された場合に、-pオプションで指定した

出力先に、0バイトの実行ログが出力されます。出力されたファイルを削除し、メッセージに従い、対処を行ってください。

16.2 apfwcancelflow
 

名前

apfwcancelflow - フローのキャンセル

 
形式

apfwcancelflow [-y] コリレーションID ...

 
機能説明

フローをキャンセルします。実行中のフローはキャンセル処理中となります。フローは実行中の業務処理実行アプリケーションが終了

するまで実行され、フローの状態はキャンセル要求による終了状態になります。 終の業務処理実行アプリケーションの実行後にキャ

ンセルを実行した場合、フローはキャンセルされず、正常に終了します。

コマンドを実行すると、フローをキャンセルする確認メッセージが出力されます。

キャンセルする場合は“y”または“Y”を入力してください。

キャンセルをやめる場合は“n”または“N”を入力してください。

上記以外の文字を入力した場合は、再度確認メッセージが出力されます。

フローの状態が実行中でない場合には確認メッセージは表示されず、フローのキャンセルは実行されません。

 
オプション

-y

確認メッセージを省略します。本オプションを省略した場合は、確認メッセージが表示されます。

 
オペランド

コリレーションID

- 252 -



キャンセルするフローのコリレーションIDを指定します。複数のコリレーションIDを指定する場合は、“ ”(半角空白)で区切って指定して

ください。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

 

・ システム管理者

・ Interstage運用者グループ

 
使用例

Flow1_00001、Flow1_00002、Flow2_00003、およびFlow2_00004というコリレーションIDのフローをキャンセルする場合の実行例を以

下に示します。

Flow1_00001、Flow1_00002、およびFlow2_00004は実行中、Flow2_00003は異常終了しているとします。

# apfwcancelflow Flow1_00001 Flow1_00002 Flow2_00003 Flow2_00004

FlowName CorrelationID ResourceUnit State     StartTime           UserName      

--------------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Executing 2008/06/13 13:25:48 Administrator 

--------------------------------------------------------------------------------

フロー"Flow1_00001"をキャンセルしますか？(Y/N) y

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28636: フローのキャンセルを受け付けました: コリレーションID=Flow1_00001

FlowName CorrelationID ResourceUnit State     StartTime           UserName      

--------------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00002   UNIT2        Executing 2008/06/14 13:22:33 Administrator 

--------------------------------------------------------------------------------

フロー"Flow1_00002"をキャンセルしますか？(Y/N) n 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28637: 指定されたフローは実行中ではなかったため、キャンセルできませんでした: 

コリレーションID=Flow2_00003, 状態=AbnormalEnd

FlowName CorrelationID ResourceUnit State     StartTime           UserName      

--------------------------------------------------------------------------------

Flow2    Flow2_00004   UNIT2        Executing 2008/06/15 14:17:22 opmanager0001 

--------------------------------------------------------------------------------

フロー"Flow2_00004"をキャンセルしますか？(Y/N) y

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28636: フローのキャンセルを受け付けました: コリレーションID=Flow2_00004

 

# apfwcancelflow Flow1_00001 Flow1_00002 Flow2_00003 Flow2_00004

FlowName CorrelationID ResourceUnit State     StartTime           UserName 

---------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Executing 2008/06/13 13:25:48 root     

---------------------------------------------------------------------------

フロー"Flow1_00001"をキャンセルしますか？(Y/N) y

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28636: フローのキャンセルを受け付けました: コリレーションID=Flow1_00001

FlowName CorrelationID ResourceUnit State     StartTime           UserName 

---------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00002   UNIT2        Executing 2008/06/14 13:22:33 root     

---------------------------------------------------------------------------

フロー"Flow1_00002"をキャンセルしますか？(Y/N) n 
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FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28637: 指定されたフローは実行中ではなかったため、キャンセルできませんでした: 

コリレーションID=Flow2_00003, 状態=AbnormalEnd

FlowName CorrelationID ResourceUnit State     StartTime           UserName 

---------------------------------------------------------------------------

Flow2    Flow2_00004   UNIT2        Executing 2008/06/15 14:17:22 user1    

---------------------------------------------------------------------------

フロー"Flow2_00004"をキャンセルしますか？(Y/N) y

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28636: フローのキャンセルを受け付けました: コリレーションID=Flow2_00004

-yオプションを指定した場合の実行例を以下に示します。

# apfwcancelflow -y Flow1_00001

FlowName CorrelationID ResourceUnit State     StartTime           UserName      

--------------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Executing 2008/06/13 13:25:48 Administrator 

--------------------------------------------------------------------------------

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28636: フローのキャンセルを受け付けました: コリレーションID=Flow1_00001

 

# apfwcancelflow -y Flow1_00001

FlowName CorrelationID ResourceUnit State     StartTime           UserName 

---------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Executing 2008/06/13 13:25:48 root     

---------------------------------------------------------------------------

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28636: フローのキャンセルを受け付けました: コリレーションID=Flow1_00001

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外:異常終了

 
注意事項

バッチマネージャーが存在しない、または起動していない場合は、異常終了します。

バッチマネージャーが存在しない場合の実行例を以下に示します。

# apfwcancelflow Flow1_00001
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28654: バッチマネージャーが存在しません

バッチマネージャーが起動していない場合の実行例を以下に示します。

# apfwcancelflow Flow1_00001
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28655: バッチマネージャーが起動していません

本コマンド実行中に[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停止することはできません。

16.3 apfwrmflow
 

名前

apfwrmflow － フローの削除
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形式

apfwrmflow [-y] コリレーションID ...

 
機能説明

異常終了またはキャンセルにより実行が未完了となっているフローを削除します。

コマンドを実行すると、フローを削除する確認メッセージが出力されます。

削除する場合は“y”または“Y”を入力してください。

削除をやめる場合は“n”または“N”を入力してください。

上記以外の文字を入力した場合は、再度確認メッセージが出力されます。

フローの状態が実行中またはキャンセル処理中の場合には確認メッセージは表示されず、フローの削除は実行されません。実行中の

フローを削除するには、先にフローの実行をキャンセルする必要があります。

 
オプション

-y

確認メッセージを省略します。本オプションを省略した場合は、確認メッセージが表示されます。

 
オペランド

コリレーションID

削除するフローのコリレーションIDを指定します。複数のコリレーションIDを指定する場合は、“ ”(半角空白)で区切って指定してくださ

い。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

 

・ システム管理者

・ Interstage運用者グループ

 
使用例

Flow1_00001、Flow1_00002、Flow2_00003、およびFlow2_00004というコリレーションIDのフローを削除する場合の実行例を以下に示

します。

Flow1_00002は実行中、Flow1_00001およびFlow2_00004はキャンセル終了、Flow2_00003は異常終了しているとします。

# apfwcancelflow Flow1_00001 Flow1_00002 Flow2_00003 Flow2_00004

FlowName CorrelationID ResourceUnit State    StartTime           UserName      

-------------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Canceled 2008/06/13 13:25:48 Administrator 

-------------------------------------------------------------------------------

フロー"Flow1_00001"を削除しますか？(Y/N) y

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28638: フローを削除しました: コリレーションID=Flow1_00001

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28639: 指定されたフローは処理中のため、削除できませんでした: コリレーション

ID=Flow1_00002, 状態=Executing

FlowName CorrelationID ResourceUnit State       StartTime           UserName      

----------------------------------------------------------------------------------

Flow2    Flow2_00003   UNIT1        AbnormalEnd 2008/06/14 23:15:52 Administrator 

----------------------------------------------------------------------------------

フロー"Flow2_00003"を削除しますか？(Y/N) n 
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FlowName CorrelationID ResourceUnit State    StartTime           UserName      

-------------------------------------------------------------------------------

Flow2    Flow2_00004   UNIT2        Canceled 2008/06/15 14:17:22 opmanager0001 

-------------------------------------------------------------------------------

フロー"Flow2_00004"を削除しますか？(Y/N) y

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28638: フローを削除しました: コリレーションID=Flow2_00004

 

# apfwcancelflow Flow1_00001 Flow1_00002 Flow2_00003 Flow2_00004

FlowName CorrelationID ResourceUnit State    StartTime           UserName 

--------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Canceled 2008/06/13 13:25:48 root     

--------------------------------------------------------------------------

フロー"Flow1_00001"を削除しますか？(Y/N) y

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28638: フローを削除しました: コリレーションID=Flow1_00001

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28639: 指定されたフローは処理中のため、削除できませんでした: コリレーション

ID=Flow1_00002, 状態=Executing

FlowName CorrelationID ResourceUnit State       StartTime           UserName 

-----------------------------------------------------------------------------

Flow2    Flow2_00003   UNIT1        AbnormalEnd 2008/06/14 23:15:52 root     

-----------------------------------------------------------------------------

フロー"Flow2_00003"を削除しますか？(Y/N) n 

FlowName CorrelationID ResourceUnit State    StartTime           UserName 

--------------------------------------------------------------------------

Flow2    Flow2_00004   UNIT2        Canceled 2008/06/15 14:17:22 user1    

--------------------------------------------------------------------------

フロー"Flow2_00004"を削除しますか？(Y/N) y

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28638: フローを削除しました: コリレーションID=Flow2_00004

-yオプションを指定した場合の実行例を以下に示します。

# apfwrmflow -y Flow1_00001

FlowName CorrelationID ResourceUnit State    StartTime           UserName      

-------------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Canceled 2008/06/13 13:25:48 Administrator 

-------------------------------------------------------------------------------

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28638: フローを削除しました: コリレーションID=Flow1_00001

 

# apfwrmflow -y Flow1_00001

FlowName CorrelationID ResourceUnit State    StartTime           UserName 

--------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Canceled 2008/06/13 13:25:48 root     

--------------------------------------------------------------------------

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28638: フローを削除しました: コリレーションID=Flow1_00001

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外:異常終了

 

- 256 -



注意事項

バッチマネージャーが存在しない、または起動していない場合は、異常終了します。

バッチマネージャーが存在しない場合の実行例を以下に示します。

# apfwrmflow Flow1_00001
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28654: バッチマネージャーが存在しません

バッチマネージャーが起動していない場合の実行例を以下に示します。

# apfwrmflow Flow1_00001
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28655: バッチマネージャーが起動していません

本コマンド実行中に[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停止することはできません。

16.4 apfwinfoflow
 

名前

apfwinfoflow － フロー情報表示

 
形式

・ フローを簡易形式で一覧表示する場合

apfwinfoflow コリレーションID
apfwinfoflow [-runit リソースユニット名 | -rgroup [リソースグループ名]] [-u ユーザー名] [-n フロー名]

・ フローを詳細形式で表示する場合

apfwinfoflow -l コリレーションID

 
機能説明

フローの状態を表示します。

フローが正常終了している場合、フローの状態は出力されません。

フローの一覧情報は、以下のフォーマットで出力されます。

[一覧情報の出力フォーマット]

FlowName CorrelationID ResourceUnit State           StartTime           UserName      

--------------------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Executing       2008/06/13 13:25:48 Administrator 

Flow1    Flow1_00005   UNIT1        Executing       2008/06/15 14:18:25 Administrator 

Flow2    Flow2_00003   UNIT1        AbnormalEnd     2008/06/14 23:15:52 Administrator 

Flow2    Flow2_00006   UNIT1        TimeOut         2008/06/15 15:53:22 Administrator 

Flow3    Flow3_00002   UNIT2        Waiting(cancel) 2008/06/14 13:22:33 Administrator 

Flow4    Flow4_00004   UNIT2        Canceled        2008/06/15 14:17:22 opmanager0001 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

FlowName CorrelationID ResourceUnit State           StartTime           UserName 

---------------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Executing       2008/06/13 13:25:48 root     

Flow1    Flow1_00005   UNIT1        Executing       2008/06/15 14:18:25 root     

Flow2    Flow2_00003   UNIT1        AbnormalEnd     2008/06/14 23:15:52 root     

Flow2    Flow2_00006   UNIT1        TimeOut         2008/06/15 15:53:22 root     

Flow3    Flow3_00002   <UNIT2>      Waiting(cancel) 2008/06/14 13:22:33 root     
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Flow4    Flow4_00004   <UNIT2>      Canceled        2008/06/15 14:17:22 user1    

---------------------------------------------------------------------------------

[一覧情報の表示項目]

表示項目 内容

FlowName フロー名です。

CorrelationID コリレーションIDです。

ResourceGroup リソースユニットがリソースグループに属している場合は、リソースグループ名を表

示します。-rgroupオプションを指定した場合のみ表示されます。

ResourceUnit リソースユニット名です。リソースユニットがリソースグループに属する場合は、リソー

スユニット名が、<リソースユニット名>と括弧で括られた形式で表示します。

State フローの状態です。

・ Executing：フロー実行中です。

・ Waiting(cancel)：フローがキャンセル処理中です。

・ AbnormalEnd：フローが異常終了しました。

・ Canceled：フローがキャンセル要求によって終了しました。

・ TimeOut：フロータイムアウトにより、フローが異常終了しました。

・ ForcedStop：フローが強制終了しました。

・ UnitAccessError：リソースユニットにアクセスできず、フローの状態を取得でき

ませんでした。

リソースユニットが停止した可能性があります。apfwstopunitコマンドで故意に

リソースユニットを停止していない場合は、 システムログ（Windowsの場合はイ

ベントログ）に記録されているエラーを確認し、“第8部 メッセージ集”の記載に

従ってエラーの対処を行ってください。

StartTime フロー投入時間です。

yyyy/MM/dd HH:mm:ssの形式で表示されます。

UserName フロー実行者名です。

フローの詳細情報は、以下のフォーマットで出力されます。

[詳細表示の出力フォーマット]

# apfwinfoflow -l Flow1_00001

FlowName CorrelationID ResourceUnit State     StartTime           UserName      

--------------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Executing 2008/06/13 13:25:48 Administrator 

--------------------------------------------------------------------------------

CurrentAplName Timeout FlowDefName   CmdStartServer           

ExecLogPath                                                

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Application    600     BusinessFlow1 server1(192.168.143.175) C:\Documents and Settings\Administrator

\flowlog\flow_A1000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

# apfwinfoflow -l Flow1_00001

FlowName CorrelationID ResourceGroup ResourceUnit State       StartTime           UserName

-------------------------------------------------------------------------------------------
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Flow1    Flow1_00001   group1        <UNIT1>      AbnormalEnd 2009/11/13 21:53:28 root    

-------------------------------------------------------------------------------------------

CurrentAplName Timeout FlowDefName   CmdStartServer           ExecLogPath

--------------------------------------------------------------------------------

Application    600     sampleFlowDef server1(192.168.143.175) /flowlog/flow_A1000

--------------------------------------------------------------------------------

フローの詳細情報は、一覧表示に加えて以下の情報を追加して表示します。

[詳細情報の表示項目]

表示項目 内容

CurrentAplName 実行中の業務処理実行アプリケーション名です。フローが実行されていない場合

は、“-”1文字を表示します。

Timeout フローのタイムアウト値です。単位は秒です。

フロー投入時にタイムアウトを指定されていない場合は0を表示します。

FlowDefName フロー定義名です。

CmdStartServer コマンド実行サーバのホスト名とIPアドレスです。

ExecLogPath フロー終了時に実行ログを出力するファイルです。apfwsubflowコマンドに-pオプ

ションを指定しない場合は、“-”1文字を表示します。

 
オプション

-runit リソースユニット名

表示対象のリソースユニットを指定します。

本オプションを省略した場合は、すべてのリソースユニットが対象となります。

-rgroup [リソースグループ名]

表示対象のリソースグループを指定します。

本オプションを省略した場合は、すべてのリソースユニットが対象となります。

オプションの引数にリソースグループ名を指定すると、指定したリソースグループ名に属するフローだけを表示できます。

-rgroupオプションの引数省略時には、すべてのリソースユニットに対して、リソースグループ名を追加して表示します。

-u ユーザー名

表示対象のユーザー名を指定します。

本オプションを省略した場合は、すべてのユーザーが対象となります。

-n フロー名

表示対象のフロー名を指定します。

本オプションを省略した場合は、すべてのフローが対象となります。

-l

同時に指定するコリレーションIDのフローの詳細表示をする場合に指定します。

本オプションを省略した場合は、一覧表示になります。

 
オペランド

コリレーションID

表示対象のコリレーションIDを指定します。

 
実行可能ユーザー

システム管理者
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・ システム管理者

・ Interstage運用者グループ

 
使用例

すべてのフローを一覧表示する場合の実行例を以下に示します。

# apfwinfoflow

FlowName CorrelationID ResourceUnit State           StartTime           UserName      

--------------------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Executing       2008/06/13 13:25:48 Administrator 

Flow1    Flow1_00005   UNIT1        Executing       2008/06/15 14:18:25 Administrator 

Flow2    Flow2_00003   UNIT1        AbnormalEnd     2008/06/14 23:15:52 Administrator 

Flow2    Flow2_00006   UNIT1        TimeOut         2008/06/15 15:53:22 Administrator 

Flow3    Flow3_00002   UNIT2        Waiting(cancel) 2008/06/14 13:22:33 Administrator 

Flow4    Flow4_00004   UNIT2        Canceled        2008/06/15 14:17:22 opmanager0001 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

# apfwinfoflow

FlowName CorrelationID ResourceUnit State           StartTime           UserName 

---------------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Executing       2008/06/13 13:25:48 root     

Flow1    Flow1_00005   UNIT1        Executing       2008/06/15 14:18:25 root     

Flow2    Flow2_00003   UNIT1        AbnormalEnd     2008/06/14 23:15:52 root     

Flow2    Flow2_00006   UNIT1        TimeOut         2008/06/15 15:53:22 root     

Flow3    Flow3_00002   UNIT2        Waiting(cancel) 2008/06/14 13:22:33 root     

Flow4    Flow4_00004   UNIT2        Canceled        2008/06/15 14:17:22 user1    

---------------------------------------------------------------------------------

-runit, -u, または-n オプションを指定することで、表示範囲を狭めた場合の実行例を以下に示します。

# apfwinfoflow -runit UNIT1

FlowName CorrelationID ResourceUnit State       StartTime           UserName      

----------------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Executing   2008/06/13 13:25:48 Administrator 

Flow1    Flow1_00005   UNIT1        Executing   2008/06/15 14:18:25 Administrator 

Flow2    Flow2_00003   UNIT1        AbnormalEnd 2008/06/14 23:15:52 Administrator 

Flow2    Flow2_00006   UNIT1        TimeOut     2008/06/15 15:53:22 Administrator 

----------------------------------------------------------------------------------

# apfwinfoflow -u opmanager0001

FlowName CorrelationID ResourceUnit State    StartTime           UserName      

-------------------------------------------------------------------------------

Flow4    Flow4_00004   UNIT2        Canceled 2008/06/15 14:17:22 opmanager0001 

-------------------------------------------------------------------------------

# apfwinfoflow -runit UNIT2 -n Flow3

FlowName CorrelationID ResourceUnit State           StartTime           UserName      

--------------------------------------------------------------------------------------

Flow3    Flow3_00002   UNIT2        Waiting(cancel) 2008/06/14 13:22:33 Administrator 

--------------------------------------------------------------------------------------
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# apfwinfoflow -runit UNIT1

FlowName CorrelationID ResourceUnit State       StartTime           UserName 

-----------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Executing   2008/06/13 13:25:48 root     

Flow1    Flow1_00005   UNIT1        Executing   2008/06/15 14:18:25 root     

Flow2    Flow2_00003   UNIT1        AbnormalEnd 2008/06/14 23:15:52 root     

Flow2    Flow2_00006   UNIT1        TimeOut     2008/06/15 15:53:22 root     

-----------------------------------------------------------------------------

# apfwinfoflow -u user1

FlowName CorrelationID ResourceUnit State    StartTime           UserName 

--------------------------------------------------------------------------

Flow4    Flow4_00004   UNIT2        Canceled 2008/06/15 14:17:22 user1    

--------------------------------------------------------------------------

# apfwinfoflow -runit UNIT2 -n Flow3

FlowName CorrelationID ResourceUnit State           StartTime           UserName 

---------------------------------------------------------------------------------

Flow3    Flow3_00002   UNIT2        Waiting(cancel) 2008/06/14 13:22:33 root     

---------------------------------------------------------------------------------

特定のフローの簡易情報を表示する場合の実行例を以下に示します。

# apfwinfoflow Flow1_00001

FlowName CorrelationID ResourceUnit State     StartTime           UserName      

--------------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Executing 2008/06/13 13:25:48 Administrator 

--------------------------------------------------------------------------------

 

# apfwinfoflow Flow1_00001

FlowName CorrelationID ResourceUnit State     StartTime           UserName 

---------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Executing 2008/06/13 13:25:48 root     

---------------------------------------------------------------------------

実行中のフローの詳細情報を表示する場合の実行例を以下に示します。

フロー実行時に実行ログ出力先として“C:\Documents and Settings\Administrator\flowlog\flow_A1000”を指定しているとします。

# apfwinfoflow -l Flow1_00001

FlowName CorrelationID ResourceUnit State     StartTime           UserName      

--------------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Executing 2008/06/13 13:25:48 Administrator 

--------------------------------------------------------------------------------

CurrentAplName Timeout FlowDefName   CmdStartServer           

ExecLogPath                                                

---------------------------------------------------------------------------------------------

-----

Application    600     BusinessFlow1 server1(192.168.143.175) C:\Documents and Settings

\Administrator\flowlog\flow_A1000 

---------------------------------------------------------------------------------------
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フロー実行時に実行ログ出力先として“/flowlog/flow_A1000”を指定しているとします。

# apfwinfoflow -l Flow1_00001

FlowName CorrelationID ResourceUnit State     StartTime           UserName 

---------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   UNIT1        Executing 2008/06/13 13:25:48 root     

---------------------------------------------------------------------------

CurrentAplName Timeout FlowDefName   CmdStartServer           ExecLogPath         

----------------------------------------------------------------------------------

Application    600     BusinessFlow1 server1(192.168.143.175) /flowlog/flow_A1000 

----------------------------------------------------------------------------------

実行中ではないフローの詳細情報を表示する場合の実行例を以下に示します。

フロー実行時に実行ログ出力先を指定していないとします。

# apfwinfoflow -l Flow2_00003

FlowName CorrelationID ResourceUnit State       StartTime           UserName      

----------------------------------------------------------------------------------

Flow2    Flow2_00003   UNIT1        AbnormalEnd 2008/06/14 23:15:52 Administrator 

----------------------------------------------------------------------------------

CurrentAplName Timeout FlowDefName   CmdStartServer           ExecLogPath 

--------------------------------------------------------------------------

-              600     BusinessFlow1 server1(192.168.143.175) -           

--------------------------------------------------------------------------

 

# apfwinfoflow -l Flow2_00003

FlowName CorrelationID ResourceUnit State       StartTime           UserName 

-----------------------------------------------------------------------------

Flow2    Flow2_00003   UNIT1        AbnormalEnd 2008/06/14 23:15:52 root     

-----------------------------------------------------------------------------

CurrentAplName Timeout FlowDefName   CmdStartServer           ExecLogPath 

--------------------------------------------------------------------------

-              600     BusinessFlow1 server1(192.168.143.175) -           

--------------------------------------------------------------------------

表示対象のフローがない場合の実行例を以下に示します。

# apfwinfoflow 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28625: 表示可能なフローは存在しません: フロー名=, ユーザー名=, リソース

ユニット名=

# apfwinfoflow -runit UNIT9

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28625: 表示可能なフローは存在しません: フロー名=, ユーザー名=, リソース

ユニット名=UNIT9

# apfwinfoflow -l Flow5_00000

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28624: 指定されたフローは存在しません: コリレーションID=Flow5_00000

リソースグループに属するリソースユニットが存在する場合の実行例を以下に示します。

# apfwinfoflow -rgroup

FlowName CorrelationID ResourceGroup ResourceUnit State       StartTime           UserName

-------------------------------------------------------------------------------------------

- 262 -



Flow1    Flow1_00001   group1        <UNIT1>      AbnormalEnd 2009/11/13 21:53:28 root    

Flow1    Flow1_00005   group1        <UNIT1>      AbnormalEnd 2009/11/13 21:53:29 root    

Flow2    Flow2_00003   -             UNIT2        AbnormalEnd 2009/11/13 21:53:29 root    

Flow2    Flow2_00006   -             UNIT2        Executing   2009/11/13 21:53:30 root    

Flow3    Flow3_00002   group2        <UNIT3>      AbnormalEnd 2009/11/13 21:53:28 root    

Flow4    Flow4_00004   group2        <UNIT4>      AbnormalEnd 2009/11/13 21:53:29 basuser 

-------------------------------------------------------------------------------------------

リソースグループに属するリソースユニットが存在する場合にリソースグループに絞ってフローを表示する場合の実行例を以下に示し

ます。

# apfwinfoflow -rgroup group1

FlowName CorrelationID ResourceGroup ResourceUnit State       StartTime           UserName

-------------------------------------------------------------------------------------------

Flow1    Flow1_00001   group1        <UNIT1>      AbnormalEnd 2009/11/13 21:53:28 root    

Flow1    Flow1_00005   group1        <UNIT1>      AbnormalEnd 2009/11/13 21:53:29 root    

-------------------------------------------------------------------------------------------

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外：異常終了

 
注意事項

バッチマネージャーが存在しない、または起動していない場合は、異常終了します。

バッチマネージャーが存在しない場合の実行例を以下に示します。

# apfwinfoflow
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28654: バッチマネージャーが存在しません

バッチマネージャーが起動していない場合の実行例を以下に示します。

# apfwinfoflow
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28655: バッチマネージャーが起動していません

本コマンド実行中に[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停止することはできません。

16.5 apfwinfounit
 

名前

apfwinfounit －リソースユニット状態表示

 
形式

apfwinfounit [-runit リソースユニット名 | -rgroup [リソースグループ名]]

 
機能説明

リソースユニットの状態を表示します。

フローの詳細情報は、以下のフォーマットで出力されます。

[リソースユニット状態の出力フォーマット]

ResourceUnit ResourceGroup State    HostName

-----------------------------------------------------------

<UNIT1>      group1        active   server1(192.168.143.175)

<UNIT3>      group2        inactive -

<UNIT4>      group2        active   server1(192.168.143.175)
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<UNIT5>      group3        close    server1(192.168.143.175)

UNIT2        -             active   server1(192.168.143.175)

-----------------------------------------------------------

[リソースユニット状態の表示項目]

表示項目 内容

ResourceUnit リソースユニット名です。リソースユニットがリソースグループに属する場合は、リソー

スユニット名が、<リソースユニット名>と括弧で括られた形式で表示します。

ResourceGroup リソースユニットがリソースグループに属している場合は、リソースグループ名を表

示します。リソースグループに属していないリソースユニットは、“-”を表示します。-
rgroupオプションを指定した場合のみ表示されます。

State リソースユニットの状態です。

・ active ：リソースユニットは実行可能状態です。

・ close ：リソースユニットは受付停止状態です。

受付停止状態とは、apfwstopunitコマンドによるリソースユニットの通常停止操

作を行った際に、該当するリソースユニットで実行されているフローが終了す

るまでの間の状態を表します。

・ inactive ：リソースユニットは停止しています。

なお、リソースユニットの閉塞状態を表示するには、“16.23 apfwjbcnfgrp”を使用

してください。

HostName リソースユニットが存在するマシンのホスト名とIPアドレスです。

リソースユニットが停止しているときは、“-”を表示します。

 
オプション

-runit リソースユニット名

表示対象のリソースユニットを指定します。

本オプションを省略した場合は、すべてのリソースユニットが対象となります。

-rgroup [リソースグループ名]

表示対象のリソースグループを指定します。

本オプションを省略した場合は、すべてのリソースユニットが対象となります。

-rgroupオプションの引数にリソースグループ名を指定すると、指定したリソースグループ名に属するリソースユニットだけを表示できま

す。

-rgroupオプションの引数省略時には、すべてのリソースユニットに対して、リソースグループ名を追加して表示します。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

 

・ システム管理者

・ Interstage運用者グループ

 
使用例

すべてのリソースユニットの状態を表示する場合の実行例を以下に示します。

# apfwinfounit

ResourceUnit State    HostName                 
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-----------------------------------------------

UNIT1        active   server1(192.168.143.175) 

UNIT2        active   server1(192.168.143.175) 

UNIT3        inactive -                        

UNIT4        active   server1(192.168.143.175) 

-----------------------------------------------

UNIT1というリソースユニットの状態を表示する場合の実行例を以下に示します。

# apfwinfounit -runit UNIT1

ResourceUnit State  HostName                 

---------------------------------------------

UNIT1        active server1(192.168.143.175) 

---------------------------------------------

表示可能なリソースユニットが存在しない場合の実行例を以下に示します。

# apfwinfounit

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28642: リソースユニットは存在しません

# apfwinfounit -runit UNIT1

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28646: 指定されたリソースユニットは存在しません: リソースユニット名

=UNIT1

リソースグループに属するリソースユニットの状態を表示する場合の実行例を以下に示します。

# apfwinfounit -rgroup

ResourceUnit ResourceGroup State    HostName

-----------------------------------------------------------

<UNIT1>      group1        active   server1(127.0.0.1)

<UNIT3>      group2        inactive -

<UNIT4>      group2        active   server1(127.0.0.1)

<UNIT5>      group3        close    server1(127.0.0.1)

UNIT2        -             active   server1(127.0.0.1)

-----------------------------------------------------------

リソースグループgroup1に属するリソースユニットの状態を表示する場合の実行例を以下に示します。

# apfwinfounit -rgroup group1

ResourceUnit ResourceGroup State  HostName

---------------------------------------------------------

<UNIT1>      group1        active server1(127.0.0.1)

---------------------------------------------------------

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外：異常終了

 
注意事項

バッチマネージャーが存在しない、または起動していない場合は、異常終了します。

バッチマネージャーが存在しない場合の実行例を以下に示します。

# apfwinfounit
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28654: バッチマネージャーが存在しません

バッチマネージャーが起動していない場合の実行例を以下に示します。

- 265 -



# apfwinfounit
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28655: バッチマネージャーが起動していません

本コマンド実行中に[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停止することはできません。

16.6 apfwmkunit
 

名前

apfwmkunit －リソースユニットの作成

 
形式

apfwmkunit [-auto] [-JDK14] リソースユニット名

 
機能説明

リソースユニットを作成します。存在するリソースユニットと重複しないようにリソースユニット名を指定します。

 
オプション

-auto

Interstage起動時にリソースユニットを自動起動する場合に指定します。

本オプションを指定した場合は、Interstageの起動時にリソースユニットも自動的に起動します。

本オプションを省略した場合は、apfwstartunitコマンドで起動します。

-JDK14

リソースユニットをJDK/JRE 1.4上で動作する場合に指定します。

JDK/JRE 1.4で動作する場合は、あらかじめJDK/JRE 1.4をインストールする必要があります。

Linuxの場合は、RHEL-AS4(IPF)で使用することができます。

 
オペランド

リソースユニット名

作成するリソースユニット名を指定します。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

 
使用例

UNITというリソースユニットを作成する場合の実行例を以下に示します。

# apfwmkunit UNIT
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28705: リソースユニットを作成しました: リソースユニット名=UNIT

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外：異常終了

 
注意事項

指定したリソースユニットがすでに存在する場合は、異常終了します。

UNITというリソースユニットがすでに存在する場合の実行例を以下に示します。
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# apfwmkunit UNIT
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28710: リソースユニットを作成できませんでした: リソースユニット名=UNIT,
詳細=ResourceUnit already exists.

本コマンド実行時は、以下のコマンドを同時に実行できません。

・ apfwmkunit

・ apfwrmunit

・ apfwstartunit

・ apfwstopunit

・ apfwmkmngr

・ apfwrmmngr

本コマンド実行中に[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停止することはできません。

16.7 apfwrmunit
 

名前

apfwrmunit －リソースユニットの削除

 
形式

apfwrmunit [-y] [-c] リソースユニット名

 
機能説明

停止しているリソースユニットを削除します。停止しているリソースユニットは、リソースユニット状態表示コマンド(apfwinfounitコマンド)
で確認します。

削除には通常削除と強制削除の2種類があります。

通常削除は、指定したリソースユニットの環境に異常がない場合に削除します。

強制削除は、指定したリソースユニットの環境が壊れている場合にも削除します。

コマンドを実行するとリソースユニットを削除する確認メッセージが出力されます。

削除する場合は“y”または“Y”を入力してください。

削除をやめる場合は“n”または“N”を入力してください。

上記以外の文字を入力した場合は、再度確認メッセージが出力されます。

 
オプション

-y

確認メッセージを省略します。本オプションを省略した場合は、確認メッセージが表示されます。

-c

リソースユニットを強制削除します。本オプションを省略した場合は、通常削除します。

 
オペランド

リソースユニット名

削除するリソースユニット名を指定します。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

 
使用例

UNITというリソースユニットを削除する場合の実行例を以下に示します。
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# apfwrmunit UNIT
Do you want to delete ResourceUnit?(Y/N)y
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28706: リソースユニットを削除しました: リソースユニット名=UNIT

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外：異常終了

 
注意事項

起動状態または存在しないリソースユニットを指定した場合は、異常終了します。

UNITというリソースユニットが起動状態の場合の実行例を以下に示します。

# apfwrmunit UNIT
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28731: リソースユニットは起動しています: リソースユニット名=UNIT

削除する場合は、指定したリソースユニットをapfwstopunitコマンドで停止してから本コマンドを実行してください。

指定した名前のリソースユニットが存在しない場合の実行例を以下に示します。

# apfwrmunit UNIT
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28742: リソースユニットが存在しません: リソースユニット名=UNIT

本コマンド実行時は、以下のコマンドを同時に実行できません。

・ apfwmkunit

・ apfwrmunit

・ apfwstartunit

・ apfwstopunit

・ apfwmkmngr

・ apfwrmmngr

本コマンド実行中に[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停止することはできません。

16.8 apfwstartunit
 

名前

apfwstartunit －リソースユニットの起動

 
形式

apfwstartunit リソースユニット名

 
機能説明

停止しているリソースユニットを起動します。停止しているリソースユニットは、リソースユニット状態表示コマンド(apfwinfounitコマンド)
で確認します。

 
オペランド

リソースユニット名

起動するリソースユニットを指定します。

 
実行可能ユーザー

システム管理者
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使用例

UNIT1というリソースユニットを起動する場合の実行例を以下に示します。

# apfwstartunit UNIT
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28707: リソースユニットを起動しました: リソースユニット名=UNIT

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外：異常終了

 
注意事項

起動状態または存在しないリソースユニットを指定した場合は、異常終了します。

UNITというリソースユニットが起動状態の場合の実行例を以下に示します。

# apfwstartunit UNIT
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28731: リソースユニットは起動しています: リソースユニット名=UNIT

UNITというリソースユニットが存在しない場合の実行例を以下に示します。

# apfwstartunit UNIT
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28742: リソースユニットが存在しません: リソースユニット名=UNIT

これらの場合は、停止しているリソースユニットをリソースユニット状態表示コマンド(apfwinfounitコマンド)で確認してから、本コマンドを

してください。

本コマンド実行時は、以下のコマンドを同時に実行できません。

・ apfwmkunit

・ apfwrmunit

・ apfwstartunit

・ apfwstopunit

・ apfwmkmngr (-runitオプションを指定した場合)

本コマンド実行中に[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停止することはできません。

16.9 apfwstopunit
 

名前

apfwstopunit －リソースユニットの停止

 
形式

apfwstopunit [-c | -t 停止監視時間] リソースユニット名

 
機能説明

起動しているリソースユニットを停止します。起動しているリソースユニットは、リソースユニット状態表示コマンド(apfwinfounitコマンド)
で確認します。

停止には通常停止と強制停止の2種類があります。

通常停止は、リソースユニットに実行中のフローが残っていない場合に停止します。

強制停止は、実行中のフローが残っている場合にも停止します。このとき、実行中のフローは強制停止されます。
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オプション

-c

リソースユニットを強制停止します。本オプションを省略した場合は、通常停止します。

-t 停止監視時間

停止監視時間を秒で指定します。指定可能な値は、1～3600です。本オプションを指定した場合は、実行中のフローが終了、キャンセ

ル、または異常終了するのを待ってから通常停止します。

停止監視時間を超えても実行中のフローが存在する場合には、リソースユニットは停止をせずコマンドが異常終了します。

 
オペランド

リソースユニット名

停止するリソースユニット名を指定します。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

 
使用例

UNITというリソースユニットを通常停止する場合の実行例を以下に示します。

# apfwstopunit UNIT
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28708: リソースユニットを停止しました: リソースユニット名=UNIT, 停止

モード=Normal

停止監視時間を60秒として、UNITというリソースユニットを通常停止する場合の実行例を以下に示します。

# apfwstopunit -t 60 UNIT
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28708: リソースユニットを停止しました: リソースユニット名=UNIT, 停止

モード=Normal

UNITというリソースユニットを強制停止する場合の実行例を以下に示します。

# apfwstopunit -c UNIT
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28708: リソースユニットを停止しました: リソースユニット名=UNIT, 停止

モード=Force

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外：異常終了

 
注意事項

apfwstopunitコマンドを実行すると、リソースユニットが停止したかどうかにかかわらず、指定したリソースユニットは受付停止状態になり

ます。受付停止状態のリソースユニットで新規のフローを実行することはできません。

すべてのフローが終了するまで待ってから、通常停止するか強制停止してください。フローの状態は、apfwinfoflowコマンドで確認し

ます。

指定したリソースユニットでフローが実行中の間は、リソースユニットを停止できません。

停止監視時間内にリソースユニットを停止できなかった場合は、異常終了します。

UNITというリソースユニットで実行中のフローが、停止監視時間の60秒以内に終了しない場合の実行例を以下に示します。

# apfwstopunit -t 60 UNIT
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28628: 実行中のフローが存在したため、リソースユニットを停止できま

せんでした: リソースユニット名=UNIT
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この場合は、リソースユニットで実行されているすべてのフローが終了するまで待つか、強制終了オプションを指定して強制終了をし

てください。

停止状態または存在しないリソースユニットを指定した場合は、異常終了します。

UNITというリソースユニットが停止状態の場合の実行例を以下に示します。

# apfwstopunit UNIT
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28732: リソースユニットは停止しています: リソースユニット名=UNIT

UNITというリソースユニットが存在しない場合の実行例を以下に示します。

# apfwstopunit UNIT
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28742: リソースユニットが存在しません: リソースユニット名=UNIT

本コマンド実行時は、以下のコマンドを同時に実行できません。

・ apfwmkunit

・ apfwrmunit

・ apfwstartunit

・ apfwstopunit

・ apfwmkmngr (-runitオプションを指定した場合)

本コマンド実行中に[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停止することはできません。

16.10 apfwmkmngr
 

名前

apfwmkmngr －バッチマネージャーの作成

 
形式

apfwmkmngr [-runit リソースユニット名] [-auto]

 
機能説明

バッチマネージャーを作成します。

 
オプション

-runit リソースユニット名

バッチマネージャーを作成する際に、併せてリソースユニットも作成する場合は、本オプションでリソースユニット名を指定します。

-auto

自動起動の有無を指定します。本オプションを指定した場合は、Interstageの起動時にバッチマネージャーが自動で起動します。-runit
オプションで指定したリソースユニットも自動で起動します。本オプションを省略した場合は、apfwstartmngrコマンドおよびapfwstartunit
コマンドで起動します。

なお、ファイル管理機能を利用する場合には、本オプションを指定せず、必ずapfwstartmngrコマンドおよびapfwstartunitコマンドで起

動してください。-autoオプションを指定してバッチマネージャーを自動起動した場合、ファイル管理機能を利用するフローの実行に失

敗します。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

 
使用例

バッチマネージャーを作成する場合の実行例を以下に示します。
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# apfwmkmngr
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28701: バッチマネージャーを作成しました

バッチマネージャーと併せてUNITというリソースユニットを作成する場合の実行例を以下に示します。

# apfwmkmngr -runit UNIT
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28701: バッチマネージャーを作成しました

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28705: リソースユニットを作成しました: リソースユニット名=UNIT

自動起動のバッチマネージャーを作成する場合の実行例を以下に示します。

# apfwmkmngr -auto
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28701: バッチマネージャーを作成しました

 
コマンドの復帰コード

0：正常終了

上記以外：異常終了

 
注意事項

バッチマネージャーがすでに存在する場合は、異常終了します。

バッチマネージャーがすでに存在する場合の実行例を以下に示します。この際に-runitオプションで指定したリソースユニット“UNIT”
は作成されません。

# apfwmkmngr -runit UNIT
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28709: バッチマネージャーを作成できませんでした: 詳細

=BatchManager already exists.

バッチマネージャーはバッチ実行基盤(Java)につき1つだけ作成できます。バッチマネージャーを作り直す場合は、既存のバッチマ

ネージャーをapfwrmmngrコマンドで削除してから、本コマンドを実行してください。

-runitオプションと-autoオプションを同時に使用した場合、同時に作成されたリソースユニットに対しても-autoオプションが適用されま

す。

本コマンド実行時は、以下のコマンドを同時に実行できません。

・ apfwmkunit

・ apfwrmunit

・ apfwmkmngr

・ apfwrmmngr

・ apfwstartmngr

・ apfwstopmngr

・ apfwopenmngr

・ apfwclosemngr

-runitオプションを指定した場合、さらに以下のコマンドも同時に実行できません。

・ apfwstartunit

・ apfwstopunit

本コマンド実行中に[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停止することはできません。

16.11 apfwrmmngr
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名前

apfwrmmngr －バッチマネージャーの削除

 
形式

apfrmkmngr [-y] [-c]

 
機能説明

停止しているバッチマネージャーを削除します。

削除には通常削除と強制削除の2種類があります。

通常削除は、バッチマネージャーの環境に異常がない場合に削除します。

強制削除は、バッチマネージャーの環境が壊れている場合にも削除します。

コマンドを実行するとバッチマネージャーを削除する確認メッセージが出力されます。

削除する場合は“y”または“Y”を入力してください。

削除をやめる場合は“n”または“N”を入力してください。

上記以外の文字を入力した場合は、再度確認メッセージが出力されます。

 
オプション

-y

確認メッセージを省略します。本オプションを省略した場合は、確認メッセージが表示されます。

-c

バッチマネージャーを強制削除します。本オプションを省略した場合は、通常削除します。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

 
使用例

バッチマネージャーを通常削除する場合の実行例を以下に示します。

# apfwrmmngr
Do you want to delete BatchManager?(Y/N)y
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28702: バッチマネージャーを削除しました

確認メッセージを省略してバッチマネージャーを削除する場合の実行例を以下に示します。

# apfwrmmngr -y
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28702: バッチマネージャーを削除しました

バッチマネージャーを強制削除する場合の実行例を以下に示します。

# apfwrmmngr -c
Do you want to delete BatchManager?(Y/N)y
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28702: バッチマネージャーを削除しました

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外：異常終了

 
注意事項

バッチマネージャーが起動状態または存在しない場合は、異常終了します。

バッチマネージャーが起動状態の場合の実行例を以下に示します。
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# apfwrmmngr
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28729: バッチマネージャーは起動しています

削除する場合は、バッチマネージャーをapfwstopmngrコマンドで停止してから本コマンドを実行してください。

バッチマネージャーが存在しない場合の実行例を以下に示します。

# apfwrmmngr
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28741: バッチマネージャーが存在しません

本コマンド実行時は、以下のコマンドを同時に実行できません。

・ apfwmkunit

・ apfwrmunit

・ apfwmkmngr

・ apfwrmmngr

・ apfwstartmngr

・ apfwstopmngr

・ apfwopenmngr

・ apfwclosemngr

本コマンド実行中に[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停止することはできません。

16.12 apfwstartmngr
 

名前

apfwstartmngr －バッチマネージャーの起動

 
形式

apfwstartmngr [-o]

 
機能説明

バッチマネージャーを起動します。起動時には登録済みのフロー定義がすべてバッチマネージャーに読み込まれます。

起動には受付開始モードと受付停止モードの2種類があります。

受付開始モードで起動すると、バッチマネージャーがフローの実行を受け付ける状態になります。

受付停止モードで起動すると、フローの実行を受け付けない状態になります。

 
オプション

-o

バッチマネージャーを受付開始モードで起動します。本オプションを省略した場合は、受付停止モードで起動します。

受付停止モードで起動した場合は、運用開始時にapfwopenmngrコマンドを実行してください。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

 
使用例

バッチマネージャーを受付停止モードで起動する場合の実行例を以下に示します。

# apfwstartmngr
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28703: バッチマネージャーを起動しました: 起動モード=Blockade
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バッチマネージャーを受付開始モードで起動する場合の実行例を以下に示します。

# apfwstartmngr -o
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28703: バッチマネージャーを起動しました: 起動モード=No Blockade

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外：異常終了

 
注意事項

バッチマネージャーが起動状態または存在しない場合は、異常終了します。

バッチマネージャーがすでに起動している場合の実行例を以下に示します。

# apfwstartmngr
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28729: バッチマネージャーは起動しています

バッチマネージャーが存在しない場合の実行例を以下に示します。

# apfwstartmngr
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28741: バッチマネージャーが存在しません

本コマンド実行時は、以下のコマンドを同時に実行できません。

・ apfwmkmngr

・ apfwrmmngr

・ apfwstartmngr

・ apfwstopmngr

・ apfwopenmngr

・ apfwclosemngr

本コマンド実行中に[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停止することはできません。

16.13 apfwstopmngr
 

名前

apfwstopmngr -バッチマネージャーの停止

 
形式

apfwstopmngr [-c | -t 停止監視時間]

 
機能説明

バッチマネージャーを停止します。

停止には通常停止と強制停止の2種類があります。

通常停止は、バッチ実行基盤(Java)にフローが存在しないときのみ停止します。

強制停止は、バッチ実行基盤(Java)にフローが残っている場合にも停止します。このとき、すべてのフローは消去され、再実行などの

操作ができなくなります。

 
オプション

-c

バッチマネージャーを強制停止します。本オプションを省略した場合は、通常停止します。
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-t 停止監視時間

停止監視時間を秒で指定します。指定可能な値は、1～3600です。本オプションを指定した場合は、すべてのフローが終了または削

除されるのを待ってからバッチマネージャーを通常停止します。

停止監視時間を超えてもすべてのフローが終了しない、または削除されない場合には、停止をせずに異常終了します。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

 
使用例

バッチマネージャーを通常停止する場合の実行例を以下に示します。

# apfwstopmngr
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28704: バッチマネージャーを停止しました: 停止モード=Normal

停止監視時間を60秒に設定してバッチマネージャーを通常停止する場合の実行例を以下に示します。

# apfwstopmngr -t 60
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28704: バッチマネージャーを停止しました: 停止モード=Normal

バッチマネージャーを強制停止する場合の実行例を以下に示します。

# apfwstopmngr -c
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28704: バッチマネージャーを停止しました: 停止モード=Force

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外：異常終了

 
注意事項

バッチマネージャーを強制停止すると、その時点でバッチ実行基盤(Java)に存在するフローは消去されます。これらのフローは再実行

できなくなります。また、フロー起動APIで実行したフローについては、フロー結果取得APIで取得していない実行結果も消去されま

す。このため、そのフローの実行結果を確認できなくなります。これらのことを回避するためには、バッチマネージャーを強制停止する

前にすべてのリソースユニットを強制停止してください。リソースユニットの強制停止については、“16.9 apfwstopunit”を参照してくださ

い。

バッチマネージャーが停止状態または存在しない場合は、異常終了します。

バッチマネージャーが停止している場合の実行例を以下に示します。

# apfwstopmngr
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28730: バッチマネージャーは停止しています

バッチマネージャーが存在しない場合の実行例を以下に示します。

# apfwstopmngr
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28741: バッチマネージャーが存在しません

本コマンド実行時は、以下のコマンドを同時に実行できません。

・ apfwmkmngr

・ apfwrmmngr

・ apfwstartmngr

・ apfwstopmngr

・ apfwopenmngr
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・ apfwclosemngr

本コマンド実行中に[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停止することはできません。

16.14 apfwopenmngr
 

名前

apfwopenmngr －バッチマネージャーの受付開始

 
形式

apfwopenmngr

 
機能説明

新規のフロー受付を開始します。

フローを実行する際に、バッチマネージャーのフロー受付が停止している場合に使用します。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

 
使用例

バッチマネージャーを受付開始する場合の実行例を以下に示します。

# apfwopenmngr
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28717: バッチマネージャーのフロー受付を開始しました

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外：異常終了

 
注意事項

バッチマネージャーが停止状態または存在しない場合は、異常終了します。

バッチマネージャーが停止している場合の実行例を以下に示します。

# apfwopenmngr
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28730: バッチマネージャーは停止しています

バッチマネージャーが存在しない場合の実行例を以下に示します。

# apfwopenmngr
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28741: バッチマネージャーが存在しません

バッチマネージャーが受付開始状態の場合は、異常終了します。

バッチマネージャーが受付開始状態の場合の実行例を以下に示します。

# apfwopenmngr
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28719: バッチマネージャーのフロー受付を開始できませんでし

た: 詳細=Already starting

本コマンド実行時は、以下のコマンドを同時に実行できません。

・ apfwmkmngr

・ apfwrmmngr
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・ apfwstartmngr

・ apfwstopmngr

・ apfwopenmngr

・ apfwclosemngr

本コマンド実行中に[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停止することはできません。

16.15 apfwclosemngr
 

名前

apfwclosemngr －バッチマネージャーの受付停止

 
形式

apfwclosemngr

 
機能説明

新規のフロー受付を停止します。

フロー実行環境の運用を停止する際に、フローの新規実行をできないようにするために使用します。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

 
使用例

バッチマネージャーを受付停止する場合の実行例を以下に示します。

# apfwclosemngr
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28718: バッチマネージャーのフロー受付を停止しました

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外:異常終了

 
注意事項

バッチマネージャーが停止状態または存在しない場合は、異常終了します。

バッチマネージャーが停止している場合の実行例を以下に示します。

# apfwclosemngr
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28730: バッチマネージャーは停止しています

バッチマネージャーが存在しない場合の実行例を以下に示します。

# apfwclosemngr
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28741: バッチマネージャーが存在しません

バッチマネージャーが受付停止状態の場合は、異常終了します。

バッチマネージャーが受付停止状態の場合の実行例を以下に示します。

# apfwclosemngr
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28720: バッチマネージャーのフロー受付を停止できませんでし

た: 詳細=Already stopped

- 278 -



本コマンド実行時は、以下のコマンドを同時に実行できません。

・ apfwmkmngr

・ apfwrmmngr

・ apfwstartmngr

・ apfwstopmngr

・ apfwopenmngr

・ apfwclosemngr

本コマンド実行中に[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停止することはできません。

16.16 apfwrldmngr
 

名前

apfwrldmngr －バッチマネージャーの更新（定義の更新）

 
形式

apfwrldmngr {-all | -f フロー定義名 ...}

 
機能説明

バッチマネージャーのフロー定義を更新します。apfwregflowコマンドでフロー定義を登録した後で、このコマンドを実行します。

 
オプション

-all

apfwregflowコマンドで登録したすべてのフロー定義を更新します。

-f フロー定義名

指定したフロー定義を更新します。複数のフロー定義を指定する場合は、“ ”(半角空白)で区切って指定してください。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

 

・ システム管理者

・ Interstage運用者グループ

 
使用例

以下に、すべてのフロー定義を更新する場合の実行例を以下に示します。

# apfwrldmngr -all
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28643:すべてのフロー定義を更新しました。

Flow1、Flow2、Flow3のフロー定義を更新する場合の実行例を以下に示します。

# apfwrldmngr -f Flow1 Flow2 Flow3
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28644: 指定されたフロー定義を更新しました: フロー定義名

=Flow1
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28644: 指定されたフロー定義を更新しました: フロー定義名
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=Flow2
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28644: 指定されたフロー定義を更新しました: フロー定義名

=Flow3

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外:異常終了

 
注意事項

バッチマネージャーが存在しない、または起動していない場合は、異常終了します。

バッチマネージャーが存在しない場合の実行例を以下に示します。

# apfwrldmngr -all
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28654: バッチマネージャーが存在しません

バッチマネージャーが起動していない場合の実行例を以下に示します。

# apfwrldmngr -all
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28655: バッチマネージャーが起動していません

更新対象のフロー定義が多いと、上記のメッセージが出力されることがあります。この場合は、-f オプションを使用し、メッセージが出な

いように引数の数を減らしてください。

なお、apfwstartmngrコマンドでバッチマネージャーを起動すると、すべてのフロー定義が読み込まれるので、再度apfwrldmngrコマン

ドを実行する必要はありません。

本コマンド実行中に[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停止することはできません。

16.17 apfwregflow
 

名前

apfwregflow －フロー定義の登録・更新

 
形式

apfwregflow {-f フロー定義ファイル名 ... | -d ディレクトリ名} -runit リソースユニット名 [-w] [-cache]

 
機能説明

フロー定義を登録・更新します。フロー定義の登録・更新は、バッチマネージャーが存在するサーバで行います。

 
オプション

-f フロー定義ファイル名

フロー定義ファイル名を指定します。複数のフロー定義を指定する場合は、“ ”(半角空白)で区切って指定してください。

フロー定義ファイルは、絶対パスを指定してください。

-d ディレクトリ名

複数のフロー定義を一括して登録する場合に、ディレクトリ単位で指定できます。

ディレクトリは、絶対パスを指定してください

-runit

リソースユニット名を指定します。本オプションは省略できません。

-ｗ
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更新モードを設定します。本オプションを指定した場合は、更新モードとして動作します。更新モードでは、バッチマネージャーに同名

の定義が存在する場合に、上書きして登録します。同名の定義が存在しない場合は、通常の登録と同じ動作をします。

本オプションを省略した場合は、バッチマネージャーに同名の定義が存在するフロー定義は登録できません。

-cache

フロー定義をキャッシュ対象として登録するかどうかを指定します。本オプションを指定した場合は、登録したフロー定義はバッチマ

ネージャーの起動時および更新時に、キャッシュに読み込まれます。本オプションを省略した場合は、登録したフロー定義はバッチマ

ネージャーの起動時および更新時に、キャッシュに読み込まれません。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

 

・ システム管理者

・ Interstage運用者グループ

 
使用例

Flow2というフロー定義をUNIT1というリソースユニットに登録する場合の実行例を以下に示します。

# apfwregflow -f C:\export\home\ibasuser\Flow2.apfl -runit UNIT1
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 2552: フロー定義情報の登録に成功しました: フロー定義名=Flow2

 

# apfwregflow -f /export/home/ibasuser/Flow2.apfl -runit UNIT1
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 2552: フロー定義情報の登録に成功しました: フロー定義名=Flow2

Flow1(未登録)、Flow2(登録済み)、およびFlow3(未登録)というフロー定義をUNIT1というリソースユニットに登録する場合の実行例を

以下に示します。

# apfwregflow -f C:\export\home\ibasuser\Flow1.apfl C:\export\home\ibasuser\Flow2.apfl C:
\export\home\ibasuser\Flow3.apfl -runit UNIT1
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 2552: フロー定義情報の登録に成功しました: フロー定義名

=Flow1
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 2554: フロー定義情報の登録に失敗しました: フロー定義ファイル名

= C:\export\home\ibasuser\Flow2.apfl: 詳細=フロー定義名"Flow2"はすでに登録されていま

す

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 2552: フロー定義情報の登録に成功しました: フロー定義名=Flow3

 

# apfwregflow -f /export/home/ibasuser/Flow1.apfl /export/home/ibasuser/Flow2.apfl /export/
home/ibasuser/Flow3.apfl -runit UNIT1
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 2552: フロー定義情報の登録に成功しました: フロー定義名

=Flow1
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 2554: フロー定義情報の登録に失敗しました: フロー定義ファイル名

= /export/home/ibasuser/Flow2.apfl: 詳細=フロー定義名"Flow2"はすでに登録されています

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 2552: フロー定義情報の登録に成功しました: フロー定義名=Flow3
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Flow2という登録済みのフロー定義をUNIT1というリソースユニットに再登録する場合の実行例を以下に示します。

# apfwregflow -f C:\export\home\ibasuser\Flow2.apfl -runit UNIT1 -w
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 2552: フロー定義情報の登録に成功しました: フロー定義名=Flow2

 

# apfwregflow -f /export/home/ibasuser/Flow2.apfl -runit UNIT1 -w
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 2552: フロー定義情報の登録に成功しました: フロー定義名=Flow2

ディレクトリを指定してUNIT2というリソースユニットに登録する場合の実行例を以下に示します。

# apfwregflow -d C:\export\home\ibasuser -runit UNIT2 -w
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 2552: フロー定義情報の登録に成功しました: フロー定義名

=Flow1
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 2552: フロー定義情報の登録に成功しました: フロー定義名

=Flow2
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 2552: フロー定義情報の登録に成功しました: フロー定義名=Flow3

 

# apfwregflow -d /export/home/ibasuser -runit UNIT2 -w
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 2552: フロー定義情報の登録に成功しました: フロー定義名

=Flow1
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 2552: フロー定義情報の登録に成功しました: フロー定義名

=Flow2
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 2552: フロー定義情報の登録に成功しました: フロー定義名=Flow3

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外:異常終了

 
注意事項

フロー定義指定を行う場合に、ワイルドカードによって複数の定義を同時に登録することはできません。

一括登録を行う場合には、ディレクトリを指定してください。

本コマンド実行時は、以下のコマンドを同時に実行できません。

・ apfwregflow

・ apfwunregflow

・ apfwlstflow

・ apfwbkupjb

・ apfwrstrjb

Windowsの場合に-fおよび-dで指定するパスが空白を含むときは、二重引用符（"）で囲んでください。

本コマンド実行中に[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停止することはできません。
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16.18 apfwunregflow
 

名前

apfwunregflow －フロー定義の削除

 
形式

apfwunregflow [-y] フロー定義名 ...

 
機能説明

バッチマネージャーからフロー定義を削除します。

コマンドを実行すると、フロー定義を削除する確認メッセージが出力されます。

削除する場合は“y”または“Y”を入力してください。

削除をやめる場合は“n”または“N”を入力してください。

上記以外の文字を入力した場合は、再度確認メッセージが出力されます。

 
オプション

-y

確認メッセージを省略します。本オプションを省略した場合は、確認メッセージが表示されます。

 
オペランド

フロー定義名

バッチマネージャーから削除するフロー定義名を指定します。複数のフロー定義名を指定する場合は、“ ”(半角空白)で区切って指定

してください。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

 

・ システム管理者

・ Interstage運用者グループ

 
使用例

Flow1というフロー定義を削除する場合の実行例を以下に示します。

# apfwunregflow Flow1
フロー定義"Flow1"を削除しますか？(Y/N) y
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 2567: フロー定義の削除に成功しました: フロー定義名=Flow1

Flow1、Flow2、およびFlow3というフロー定義を削除する場合の実行例を以下に示します。

# apfwunregflow Flow1 Flow2 Flow3
フロー定義"Flow1"を削除しますか？(Y/N) y
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 2567: フロー定義の削除に成功しました: フロー定義名=Flow1
フロー定義"Flow2"を削除しますか？(Y/N) n
フロー定義"Flow3"を削除しますか？(Y/N) y
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 2567: フロー定義の削除に成功しました: フロー定義名=Flow3

-yオプションを指定した場合の実行例を以下に示します。
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# apfwunregflow -y Flow1
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 2567: フロー定義の削除に成功しました: フロー定義名=Flow1

Flow4という未登録のフロー定義を削除しようとした場合の実行例を以下に示します。

# apfwunregflow Flow4
フロー定義"Flow4"を削除しますか？(Y/N) y
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 2564: 指定されたフロー定義は登録されていません: フロー定義名

=Flow4

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外：異常終了

 
注意事項

本コマンド実行時は、以下のコマンドを同時に実行できません。

・ apfwregflow

・ apfwunregflow

・ apfwlstflow

・ apfwbkupjb

・ apfwrstrjb

本コマンド実行中に[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停止することはできません。

16.19 apfwlstflow
 

名前

apfwlstflow －フロー定義の一覧表示

 
形式

apfwlstflow [-runit リソースユニット名] [-f フロー定義名]

 
機能説明

バッチマネージャーに登録されているフロー定義の一覧を表示します。

フロー定義の一覧は、以下のフォーマットで出力されます。

[フロー定義の一覧表示の出力フォーマット]

FlowDefinition ResourceUnit Cache Date                

------------------------------------------------------

Flow1          UNIT1        yes   2008/06/21 02:24:25 

Flow2          UNIT5        no    2008/07/13 18:00:30 

Flow3          UNIT2        yes   2008/06/03 14:25:14 

Flow4          UNIT4        yes   2008/05/05 08:30:24 

Flow5          UNIT2        no    2008/05/06 04:14:00 

------------------------------------------------------

表示される内容は以下のとおりです。

表示項目 内容

FlowDefinition フロー定義名です。
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表示項目 内容

ResourceUnit フロー定義に対応するリソースユニット名です。

Cache バッチマネージャー更新時にフロー定義がキャッシュ対象になるかどう

かを表します。バッチマネージャーが読み込むフロー定義はキャッシュ

対象のものだけです。

yesの場合はキャッシュ対象になります。

noの場合はキャッシュ対象になりません。

Date フロー定義が登録された日付です。

yyyy/MM/dd HH:mm:ssの形式で表示されます。

 
オプション

-runit リソースユニット名

表示対象のリソースユニット名を指定します。本オプションを省略した場合は、すべてのリソースユニットが対象となります。

-f フロー定義名

表示対象のフロー定義名を指定します。本オプションを省略した場合は、すべてのフロー定義が対象となります。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

 

・ システム管理者

・ Interstage運用者グループ

 
使用例

バッチマネージャーに登録されているフロー定義の一覧を表示する場合の実行例を以下に示します。

# apfwlstflow

FlowDefinition ResourceUnit Cache Date                

------------------------------------------------------

Flow1          UNIT1        yes   2008/06/21 02:24:25 

Flow2          UNIT5        no    2008/07/13 18:00:30 

Flow3          UNIT2        yes   2008/06/03 14:25:14 

Flow4          UNIT4        yes   2008/05/05 08:30:24 

Flow5          UNIT2        no    2008/05/06 04:14:00 

------------------------------------------------------

登録されているフロー定義の一覧を特定のリソースユニットに絞って表示する場合の実行例を以下に示します。

# apfwlstflow -runit UNIT2

FlowDefinition ResourceUnit Cache Date                

------------------------------------------------------

Flow3          UNIT2        yes   2008/06/03 14:25:14 

Flow5          UNIT2        no    2008/05/06 04:14:00 

------------------------------------------------------

特定のフロー定義について表示する場合の実行例を以下に示します。

# apfwlstflow -f Flow3

FlowDefinition ResourceUnit Cache Date                

------------------------------------------------------

- 285 -



Flow3          UNIT2        yes   2008/06/03 14:25:14 

------------------------------------------------------

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外:異常終了

 
注意事項

本コマンド実行時は、以下のコマンドを同時に実行できません。

・ apfwregflow

・ apfwunregflow

・ apfwlstflow

本コマンド実行中に[Ctrl]+[C]キーなどの操作によりコマンドを強制停止することはできません。

16.20 apfwbkupjb
 

名前

apfwbkupjb －バッチ実行基盤(Java)の資源のバックアップ

 
形式

apfwbkupjb バックアップ先ディレクトリ名

 
機能説明

バッチ実行基盤(Java)のバックアップを行います。

 
オペランド

バックアップ先ディレクトリ名

資源のバックアップ先のディレクトリ名を指定します。ディレクトリ内にバックアップ済みの資源が存在するとバックアップは失敗します。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

 
使用例

バックアップ先ディレクトリ名にX:\Backupを指定した場合の実行例を以下に示します。

apfwbkupjb X:\Backup

 

バックアップ先ディレクトリ名に/backupを指定した場合の実行例を以下に示します。

apfwbkupjb /backup

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外:異常終了
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注意事項

・ 本コマンド実行時は、以下の機能が停止している状態で実行してください。

－ バッチマネージャー

－ リソースユニット

・ 本コマンド実行時は、以下のコマンドを同時に実行しないでください。

－ apfwregflow

－ apfwunregflow

－ apfwmkunit

－ apfwrmunit

16.21 apfwrstrjb
 

名前

apfwrstrjb －バッチ実行基盤(Java)の資源のリストア

 
形式

apfwrstrjb バックアップ先ディレクトリ名

 
機能説明

バッチ実行基盤(Java)のリストアを行います。

 
オペランド

バックアップ先ディレクトリ名

資源のバックアップ先のディレクトリ名を指定します。ディレクトリ内にバックアップ済みの資源が存在しないとリストアは失敗します。

 
実行可能ユーザー

システム管理者

 
使用例

バックアップ先ディレクトリ名にX:\Backupを指定した場合の実行例を以下に示します。

apfwrstrjb X:\Backup

 

バックアップ先ディレクトリ名に/backupを指定した場合の実行例を以下に示します。

apfwrstrjb /backup

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外:異常終了
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注意事項

・ 本コマンド実行時は、以下の機能が停止している状態で実行してください。

－ バッチマネージャー

－ リソースユニット

・ 本コマンド実行時は、以下のコマンドを同時に実行しないでください。

－ apfwregflow

－ apfwunregflow

－ apfwmkunit

－ apfwrmunit

16.22 apfwexcinfo
 

名前

apfwexcinfo － ファイルの排他状況の表示

 
形式

apfwexcinfo [{-n フロー名 | -f ファイル名}]

 
機能説明

実行中フローとファイルの排他状況を表示します。表示形式には以下の種類があります。

・ 実行中フローの一覧

-nオプションおよび-fオプション省略時は、実行中フロー(*)と実行中フローごとのファイル排他待ち状況を表示します。

*：ファイル管理機能としてフローの開始を認識したフローを示します。

・ 指定フローのファイルの排他状況

-nオプション指定時は、指定フローが排他中および排他待ち中のファイルの情報と、排他待ち中のファイルを排他中の他のフロー

の情報を表示します。

・ 指定ファイルの排他状況

-fオプション指定時は、指定ファイルを排他中のフローの一覧を表示します。

実行中フローの排他状況の一覧の表示項目は以下のとおりです。

表示項目 内容

Date フローの実行を開始(*)した年月日です。

Time フローの実行を開始(*)した時刻です。

Elapsed フローの実行を開始(*)した時刻からの経過時間です。

24時間以上の場合は、“over 24h”を表示します。

FlowState フローの実行状況です。

exec：実行中

wait：排他待ち

Flow フロー名およびコリレーションIDです。以下の形式で表示します。

フロー名(コリレーションID)

*：ファイル管理機能がフローの開始を認識したときを示します。
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指定フローのファイルの排他状況の表示項目は以下のとおりです

区分 表示項目 内容 備考

フロー情報 Date フローの実行を開始(*)した年月日です。 先頭に表示するフロー情報は、-
nオプションに指定したフローを

示します。

先頭以外のフロー情報は、指定

フローが排他待ちの原因になっ

ているフローを示します。

Time フローの実行を開始(*)した時刻です。

Elapsed フローの実行を開始(*)した時刻からの経

過時間です。

24時間以上の場合は、“over 24h”を表示

します。

FlowState フローの実行状況です。

exec：実行中

wait：排他待ち

Flow フロー名およびコリレーションIDです。以下

の形式で表示します。

フロー名(コリレーションID)

ファイル情報 Elapsed ファイルの排他を獲得してからの経過時

間、またはファイルの排他待ちになってか

らの経過時間です。

24時間以上の場合は、“over 24h”を表示

します。

直前のフロー情報が示すフロー

ブが使用するファイルの情報で

す。

排他待ちとなっているファイルに

ついては、排他待ちの原因とな

るフロー(見出し“Owner Flow”)を
表示します。

FileState ファイルの排他方法と排他状況です。

owner(shr)：共用モードで排他を獲得

owner(exc)：排他モードで排他を獲得

wait (shr)：共用モードで排他待ち

wait (exc)：排他モードで排他待ち

FileName 排他獲得状態または排他待ち状態のファ

イル名です。以下の形式で表示します。

絶対パス名/ファイル名

排他待ちの原因と

なるフロー

OwnerFlow 排他待ち相手のフローです。以下の形式

で表示します。

フロー名(コリレーションID)

直前に示すファイルが指定フロー

より先に排他されていることを示

します。

排他待ち相手のフローが、さらに

別のフローに排他待ちとなってい

る場合もあります。-nオプションに

本フロー名を指定してコマンドを

実行することにより、さらに前のフ

ローの排他の状況を確認できま

す。

*：ファイル管理としてフローの開始を認識したときを示します。

指定ファイルの排他状況の表示項目は以下のとおりです。

表示項目 内容

File -fオプションで指定したファイル名に該当するファイルを絶対パスで表示します。

Elapsed ファイルの排他を獲得してからの経過時間。またはファイルの排他待ちになってからの経過時

間です。

24時間以上経過した場合は、“over 24h”を表示します。

FileState ファイルの排他方法と排他状況です。

owner(shr)：共用モードで排他を獲得

owner(exc)：排他モードで排他を獲得
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表示項目 内容

wait (shr)：共用モードで排他待ち

wait (exc)：排他モードで排他待ち

FlowState フローの実行状況です。

exec：実行中

wait：排他待ち

Flow フロー名およびコリレーションIDです。以下の形式で表示します。

フロー名(コリレーションID)

 
オプション

-n フロー名

対象のフロー名を指定します。

-f ファイル名

対象のファイル名を指定します。

ディレクトリ名を除いたファイル名だけを指定します。

 
実行可能ユーザー

・ システム管理者

 

・ システム管理者

・ Interstage運用者グループ

 
使用例

例でのパス名などは、SolarisおよびLinuxの形式で記載しています。

実行中フローの排他状況の一覧を表示します。

# apfwexcinfo

 Date       Time     Elapsed  FlowState Flow

--------------------------------------------------------------------------------

 2006/03/17 13:19:44 00:00:41 exec      flow001(flow001_00001)

 2006/03/17 13:19:44 00:00:41 wait      flow002(flow002_00002)

 2006/03/17 13:19:45 00:00:40 wait      flow003(flow003_00003)

指定フローのファイルの排他状況を表示します。

この例では、“flow003”が排他しようとしているファイルは、“flow001”によって排他されています。

# apfwexcinfo -n flow003

 Date       Time     Elapsed  FlowState Flow

--------------------------------------------------------------------------------

 2006/03/17 13:28:59 00:00:02 wait      flow003(flow003_00003)
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 Elapsed  FileState  FileName

--------------------------------------------------------------------------------

 00:00:02 wait (exc) /home/mcuser/file001

          OwnerFlow

          ----------------------------------------------------------------------

          flow001(flow001_00001)

 Date       Time     Elapsed  FlowState Flow

--------------------------------------------------------------------------------

 2006/03/17 13:28:59 00:00:02 exec      flow001(flow001_00001)

 Elapsed  FileState  FileName

--------------------------------------------------------------------------------

 00:00:02 owner(exc) /home/mcuser/file001

指定フローのファイルの排他状況を表示します。

この例では、“flow003”が排他しようとしているファイルは、“flow001”、“flow002”によって排他されています。

# apfwexcinfo -n flow003

 Date       Time     Elapsed  FlowState Flow

--------------------------------------------------------------------------------

 2006/03/17 12:58:26 00:00:02 wait      flow003(flow003_00003)

 Elapsed  FileState  FileName

--------------------------------------------------------------------------------

 00:00:02 wait (exc) /home/mcuser/file001

          OwnerFlow

          ----------------------------------------------------------------------

          flow001(flow001_00001)

          flow002(flow002_00002)

 Date       Time     Elapsed  FlowState Flow

--------------------------------------------------------------------------------

 2006/03/17 12:58:25 00:00:02 exec      flow001(flow001_00001)

 Elapsed  FileState  FileName

--------------------------------------------------------------------------------

 00:00:02 owner(shr) /home/mcuser/file001

 Date       Time     Elapsed  FlowState Flow

--------------------------------------------------------------------------------

 2006/03/17 12:58:25 00:00:02 exec      flow001(flow001_00002)

 Elapsed  FileState  FileName

--------------------------------------------------------------------------------

 00:00:02 owner(shr) /home/mcuser/file001

指定ファイルの排他状況を表示します。

# apfwexcinfo -f file001

File = /home/mcuser/work1/file001

 Elapsed  FileState  FlowState Flow

--------------------------------------------------------------------------------

 00:00:03 owner(shr) exec      flow002(flow002_00002)

 File = /home/mcuser/work2/file001

 Elapsed  FileState  FlowState Flow
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--------------------------------------------------------------------------------

 00:00:04 owner(shr) exec      flow001(flow001_00001)

 00:00:03 wait (exc) wait      flow003(flow003_00003)

 00:00:02 wait (exc) wait      flow004(flow004_00004)

 00:00:01 wait (exc) wait      flow005(flow005_00005)

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外：異常終了

 
注意事項

・ フローが排他待ちとなるとき、1つのフローが原因で、後続の複数のフローが連鎖して排他待ちとなる場合があります。-nオプション

指定時は、複数のフローが連鎖して排他待ちの状況になっている場合でも、直接の待ち相手となる1つのフローの情報だけ表示

します。ただし、排他対象のファイルが複数のフローで共用使用されている場合にかぎり、共用使用しているすべてのフローの情

報を表示します。直接の待ち相手となるフロー以前のフローの排他待ち状況を確認する場合は、確認対象のフロー名を-nオプショ

ンに指定して、本コマンドを実行してください。

・ 本コマンドは、Interstage以外でバッチ実行基盤(Java)を使用する場合には利用することができません。

16.23 apfwjbcnfgrp
 

名前

apfwjbcnfgrp－ リソースグループ操作・表示

 
形式

apfwjbcnfgrp -a -rgroup リソースグループ名 -runit リソースユニット名

apfwjbcnfgrp -d [-y] -runit リソースユニット名

apfwjbcnfgrp -m { r | l } -rgroup リソースグループ名

apfwjbcnfgrp -r

apfwjbcnfgrp -p [-n ] -rgroup リソースグループ名

apfwjbcnfgrp -s [-rgroup リソースグループ名]

 
機能説明

リソースグループに対し、リソースユニットの追加・削除を行います。リソースグループに対する変更の反映は、-rオプションを指定した

本コマンド実行時に行われます。

なお、リソースグループにリソースユニットを追加した場合、リソースユニットは閉塞解除された状態となります。その他のリソースユニッ

トの閉塞および閉塞解除の状態は変化しません。

 
オプション

-a

リソースユニットをリソースグループに追加します。

-d

リソースユニットをリソースグループから削除します。

-m { r | l }

リソースグループの振り分け方式を変更します。

－ r: 静的負荷分散。ラウンドロビン方式でフローを振り分けます。

－ l: 動的負荷分散。フローの実行数が 少のリソースユニットへフローを振り分けます。
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-y

確認メッセージを省略します。本オプションを省略した場合は、確認メッセージが表示されます。

-r

バッチマネージャーのリソースグループの情報を更新します。

-p [ -n ]

運用中のリソースグループの情報とバッチマネージャーに反映される前の設定情報を表示します。

-nオプションを指定することで、バッチマネージャーに反映される前の状態だけを出力することができます。

以下のフォーマットで出力されます。

[リソースグループの設定情報の出力フォーマット]

ResourceGroup: group2

Now State: leastFlow

ResourceUnit

-------------

UNIT3

UNIT4

-------------

Next State: roundRobin

ResourceUnit

-------------

UNIT3

UNIT4

-------------

[リソースグループの設定情報の表示項目]

表示項目 内容

ResourceGroup リソースグループ名を表示します。

Now State リソースグループの現在の振り分け方式です。

・ roundRobin ：静的負荷分散

・ leastFlow ：動的負荷分散

・ none ：表示する情報が存在しません

Next State リソースグループの反映前の振り分け方式です。

・ roundRobin ：静的負荷分散

・ leastFlow ：動的負荷分散

・ none ：表示する情報が存在しません

ResourceUnit リソースグループに属するリソースユニットの一覧を表示します。

-s

リソースグループまたはリソースソニットの状態を表示します。

以下のフォーマットで出力されます。

[リソースグループの状態の出力フォーマット]

ResourceGroup Blockaded

---------------------------

group1        open

group2        open

group3        close

---------------------------
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[リソースユニットの状態の出力フォーマット]

ResourceUnit Blockaded

--------------------------

unit1        open

unit2        close

unit3        close(error)

--------------------------

[表示項目]

表示項目 内容

ResourceGroup リソースグループ名を表示します。

ResourceUnit リソースユニット名を表示します。

Blockaded リソースグループまたはリソースユニットの状態です。

・ open ：閉塞解除状態

・ close ：閉塞状態

・ close(error) ：リソースユニットへのアクセスエラーによる閉塞状態

-runit リソースユニット名

リソースユニット名を指定します。

-rgroup リソースグループ名

リソースグループ名を指定します。

 
実行可能ユーザー

・ システム管理者

 
使用例

例でのパス名などは、SolarisおよびLinuxの形式で記載しています。

リソースユニットをリソースグループに追加する例を以下に表します。

# apfwjbcnfgrp -a -rgroup group1 -runit UNIT1

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28613: リソースユニットをリソースグループに追加しました: リソースユニット名=UNIT1, リソース

グループ名=group1

リソースユニットをリソースグループから削除する例を以下に表します。

# apfwjbcnfgrp -d -runit UNIT1

Do you want to delete ResourceUnit from ResourceGroup?(y/n)y

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28614: リソースユニットをリソースグループから削除しました: リソースユニット名=UNIT1

リソースグループの変更を行い、バッチマネージャーがリソースグループ情報の再読み込みを行う例を以下に表します。
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# apfwjbcnfgrp -r

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28617: リソースグループ情報を更新しました

リソースグループの定義情報を表示する例を以下に表します。

# apfwjbcnfgrp -p -rgroup group2

ResourceGroup: group2

Now State: leastFlow

ResourceUnit

-------------

UNIT3

UNIT4

-------------

Next State: roundRobin

ResourceUnit

-------------

UNIT3

UNIT4

-------------

リソースグループの閉塞状態を表示する例を以下に表します。

# apfwjbcnfgrp -s

ResourceGroup Blockaded

------------------------

group1        open

group2        open

group3        close

------------------------

リソースグループに属するリソースユニット一覧で個々の閉塞状態を表示する例を以下に表します。

# apfwjbcnfgrp -s -rgroup group2

ResourceUnit Blockaded

-----------------------

UNIT3        open

UNIT4        close

-----------------------

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外：異常終了

 
注意事項

・ リソースグループへのリソースユニットの追加・削除操作を行っても、動作中のリソースグループには影響ありません。変更したリソー

スグループの情報を有効にするためには、-rオプションを用いてリソースグループ情報の再読み込みを行う必要があります。

・ バッチマネージャーの再起動や、システムの再起動では、リソースグループの変更情報は有効になりません。

・ リソースユニットは、１つのリソースグループにしか属することはできません。
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・ リソースユニットが属するリソースグループを変更する場合には、属しているリソースグループから削除を行った上、新しいリソース

グループへ追加を行う必要があります。

・ JDK14で作成されたリソースユニットをリソースグループに含めることはできません。

・ バッチマネージャーが存在しない、または起動していない場合は、異常終了します。

バッチマネージャーが存在しない場合の実行例を以下に示します。

# apfwjbcnfgrp -r

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28741: バッチマネージャーが存在しません

リソースグループ情報の再読み込みを行う際に、バッチマネージャーが起動していない場合の実行例を以下に示します。

# apfwjbcnfgrp -r

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28730: バッチマネージャーは停止しています

・ リソースグループへリソースユニットを追加した場合およびリソースグループからリソースユニットを削除した場合では、リソースグ

ループの閉塞状態は変化しません。

16.24 apfwjbchgblock
 

名前

apfwjbchgblock － リソースグループおよびリソースユニットの閉塞・閉塞解除

 
形式

apfwjbchgblock { -runit リソースユニット名 | -rgroup リソースグループ名 } -mode { open | close }

 
機能説明

リソースグループに属するリソースユニット、およびリソースグループの閉塞・閉塞解除操作を行います。

リソースグループへの操作は、リソースグループに属するすべてのリソースユニットへの閉塞・閉塞解除操作となります。

閉塞と閉塞解除には、以下の関係があります。

・ リソースグループ内のすべてのリソースユニットが閉塞した場合、リソースグループは自動的に閉塞されます。

・ フローを実行した際にリソースグループ内のすべてのリソースユニットが利用できない場合、リソースグループは自動的に閉塞され

ます。

・ リソースグループを閉塞していてもリソースグループ内の任意のリソースユニットを閉塞解除するとリソースグループも自動的に閉

塞解除されます。ただし、この場合は閉塞解除したリソースユニット以外のリソースユニットの閉塞状態は変更しません。

・ リソースグループへのリソースユニットの追加またはリソースグループからリソースユニットの削除により、運用中のリソースグループ

およびリソースユニットの閉塞状態は変化しません。

・ リソースグループが閉塞していてもリソースユニットが閉塞していない場合、当該リソースユニットに対するフローの実行および再実

行は可能です。

・ リソースグループおよびリソースユニットの閉塞状態は、バッチマネージャーおよびリソースユニットを再起動しても引き継がれま

す。

 
オプション

-runit リソースユニット名

リソースグループに属するリソースユニット名を指定します。
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-rgroup リソースグループ名

リソースグループ名を指定します。

-mode { open | close }

指定された操作対象に対し、閉塞・閉塞解除操作を行います。

－ open: 閉塞解除します

－ close: 閉塞します

 
実行可能ユーザー

・ システム管理者

 
使用例

例でのパス名などは、SolarisおよびLinuxの形式で記載しています。

リソースユニットを閉塞解除するには以下のように指定します。

# apfwjbchgblock -runit UNIT1 -mode open

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28661: リソースユニットを閉塞解除しました: リソースユニット名=UNIT1

リソースユニットを閉塞するには以下のように指定します。

# apfwjbchgblock -runit UNIT1 -mode close

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28662: リソースユニットを閉塞しました: リソースユニット名=UNIT1

すでにリソースユニットが閉塞されていた場合には以下のように表示します。

# apfwjbchgblock -runit UNIT1 -mode close

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28663: リソースユニットはすでに閉塞しています: リソースユニット名=UNIT1

リソースグループを閉塞解除するには以下のように指定します。

# apfwjbchgblock -rgroup group1 -mode open

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28664: リソースグループを閉塞解除しました: リソースグループ名=group1

リソースグループを閉塞するには以下のように指定します。

# apfwjbchgblock -rgroup group1 -mode close

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28665: リソースグループを閉塞しました: リソースグループ名=group1

リソースグループがすでに閉塞している場合には以下のように指定します。
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# apfwjbchgblock -rgroup group1 -mode close

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28666: リソースグループはすでに閉塞しています: リソースグループ名=group1

 
コマンドの復帰コード

0:正常終了

上記以外：異常終了

 
注意事項

・ バッチマネージャーが存在しない、または起動していない場合は、異常終了します。

バッチマネージャーが存在しない場合の実行例を以下に示します。

# apfwjbchgblock -runit UNIT1 -mode open

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28741: バッチマネージャーが存在しません

バッチマネージャーが起動していない場合の実行例を以下に示します。

# apfwjbchgblock -runit UNIT1 -mode open

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28730: バッチマネージャーは停止しています

・ フローの分散実行機能の振り分けが失敗したリソースユニットは、振り分け対象から外れます。振り分け対象とする場合は、-mode
オプションにopenを指定したapfwjbchgblockコマンドを実行してください。
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第17章 APIリファレンス

バッチ実行基盤(Java)が提供するAPIは、“Java APIリファレンス”を参照してください。
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第18章 メッセージの概要

バッチ実行基盤（Java）が出力するメッセージの出力形式、およびメッセージ内容の説明項目について説明します。

18.1 メッセージの出力形式

メッセージは、以下の形式で出力されます。

ラベル：エラー種別：メッセージ番号：メッセージ内容

出力されるラベルには、以下があります。

ラベル 説明

FSP_INTS-BAS_AP アプリケーション連携実行基盤から出力されるラベルです。

FSP_INTS-
BAS_DEV

本ソフトウェアの開発環境から出力されるラベルです。

es イベントサービスが出力するラベルです。

エラー種別は、メッセージのエラーの状態をあらわします。表示されるエラー種別には、以下があります。

エラー種別 説明

情報(INFO) 処理の終了状態の表示です。特に対処を実施する必要はありませ

ん。

警告(WARNING) 不具合が発生しています。メッセージに記載の「ユーザーの対処」

を行ってください。

エラー(ERROR) 致命的な不具合が発生しています。メッセージに記載の「ユーザー

の対処」を行ってください。

メッセージ番号は、各メッセージに一意に付加された識別番号です。

メッセージ内容は、システムの状態またはシステムの異常を通知するメッセージの内容です。

18.2 メッセージ内容の説明項目

メッセージの説明項目は、以下のようになります。

項目 内容

可変情報 必要に応じてパラメーターの意味を説明します。

本マニュアルで説明している以外のメッセージが出力されることが

あります。詳細については、“18.3 本マニュアル以外のメッセージ

について”を参照してください。

意味 メッセージの意味を説明します。

システムの処理 必要に応じてシステムが行う処理を説明します。

ユーザーの対処 ユーザーが行うべき対処について説明します。

18.3 本マニュアル以外のメッセージについて

バッチ実行基盤(Java)では、本マニュアルで説明していないメッセージも出力する場合があります。

本マニュアルで説明していないメッセージの種類と参照するマニュアルは、以下のとおりです。

メッセージの種類 参照先マニュアル

ラベル FSP_INTS-BAS_AP Interstage Business Application Server メッセー

ジ集
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メッセージの種類 参照先マニュアル

FSP_INTS-BAS_DEV

メッセージ番号 UJI

JYP

qdg

symjd

RDBが内部矛盾を検出して異常終了した場合に出力されるメッ

セージ

SQLSTATEエラーメッセージ

Vendorエラーメッセージ

ラベル DEP Interstage Application Server メッセージ集

EBMS

EJB

ENABLER

ES

extp

IHS

IJServer
IJServer1
IJServer2
IJServer3

IREP

IS(注)

ISJ2EE

ISSOAP

JMS

OD

OTS

SCS

SSO

SVMON

TD

UDDI

注)メッセージ番号が“is20745”かつMBeanの種別が“APFWMessageTrack”の場合、メッセージの対処は不要です。Interstage JMX
サービスの起動処理は継続され、Interstage JMXサービスを再起動する必要はありません。

18.4 調査資料の採取について

トラブルが解決しない場合は、技術員に連絡を行う前に、一括情報採取ツール(apfwcollectinfoコマンド)を使用して調査用の資料採

取を行ってください。apfwcollectinfoは以下の場所に格納されています。

[Interstageのインストールディレクトリ]\bin
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/opt/FJSVibs/bin

一括情報採取ツールの詳細については“Interstage Business Application Server リファレンス”の“アプリケーション連携実行基盤”にあ

る“apfwcollectinfo”を参照してください。

マルチサーバ管理を使用している場合は、問題が発生した管理対象サーバと管理サーバの両方で、一括情報採取ツールによる資料

採取を行ってください。

18.5 WebLogic Serverを使用する場合のエラー原因の特定と対処につい
て

JavaEE環境としてWebLogic Serverを使用する場合は、以下の手順でエラー原因の特定と対処を行ってください。

1. WebLogic Serverのエラーへの対処

WebLogic Serverが出力するログファイルから異常が発生していないか確認してください。異常が発生している場合は、その原

因を取り除いてください。

バッチ実行基盤(Java)が出力するメッセージにJavaEEの例外情報が含まれる場合は、その例外に対処してください。例外とその

対処を以下に示します。

メッセージに含まれる例外 対処方法

javax.naming.CommunicationException
java.net.ConnectException

管理対象サーバが停止している可能性が

あります。

管理対象サーバが起動しているか確認し

てください。

weblogic.jms.common.IllegalStateException キューのメッセージ挿入が休止している可

能性があります。

メッセージに含まれているキュー名等の情

報を元にキューの状態を確認してくださ

い。

weblogic.jms.common.ResourceAllocationException
weblogic.messaging.kernel.QuotaException

キューに割り当てたシステムリソースの上

限を超えた可能性があります。

キューの状態や、割り当ての設定等を確

認してください。

2. バッチ実行基盤（Java）が出力するメッセージへの対処

バッチ実行基盤（Java）が出力するメッセージの情報から、エラー原因の特定と対処を行ってください。
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第19章 メッセージ番号がFSP_INTS-BAS_APで始まるメッセー
ジ

ここでは、FSP_INTS-BAS_APで始まるメッセージについて説明しています。

19.1 バッチ実行環境で出力するメッセージ一覧

FSP_INTS-BAS_APで始まるメッセージは、バッチ実行環境で出力されます。

メッセージ番号 概要

FSP_INTS-BAS_AP28000番台のメッセージ バッチマネージャー・リソースユニットで出力するメッセージ

です。

FSP_INTS-BAS_AP28200番台のメッセージ バッチマネージャー・リソースユニットで出力するメッセージ

です。

FSP_INTS-BAS_AP28400番台のメッセージ バッチマネージャー・リソースユニットで出力するメッセージ

です。

FSP_INTS-BAS_AP28500番台のメッセージ バッチマネージャー・リソースユニットで出力するメッセージ

です。

FSP_INTS-BAS_AP28600番台のメッセージ コマンド、APIで出力するメッセージです。

FSP_INTS-BAS_AP28700番台のメッセージ コマンドで出力するメッセージです。

FSP_INTS-BAS_AP29000番台のメッセージ ファイル管理機能で出力するメッセージです。

19.1.1 FSP_INTS-BAS_AP28000番台のメッセージ

19.1.1.1 FSP_INTS-BAS_AP28000
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28000: System error occurred: detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28000: システムエラーが発生しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

バッチマネージャーでシステムエラーが発生しました。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(s*)を確認して以下に示す対処を行ってください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

org.omg.CORBA.UNKNOWN Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性がありま

す。Interstageが正常に起動しているか確認してください。

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不

要なアプリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料

を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.1.2 FSP_INTS-BAS_AP28001
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28001: The error of JMS occurred with the message analysis: detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28001: メッセージ解析処理でJMSのエラーが発生しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細
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［意味］

メッセージの解析処理でJMSのエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

“Interstage Application Server メッセージ集”を参照して、エラー詳細(s*)に含まれるJMSのメッセージ番号から原因を取り除いてくださ

い。対処後、再度処理を実行してください。

19.1.1.3 FSP_INTS-BAS_AP28002
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28002: The data type of specified element do not match with the data type of flow
definition: Correlation ID=s*, Flow definition name=t*, element name=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28002: 指定された要素のデータ型がフロー定義のデータ型と一致しません: コリレーションID=s*, フ
ロー定義名=t*, 要素名=u*

［可変情報］

s*：コリレーションID 
t*：フロー定義名

u*：要素名

［意味］

指定された要素のデータ型がフロー定義で定義されたデータ型と一致しません。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

指定した要素のデータ型がフロー定義で指定したデータ型と一致するか確認してください。対処後、再度処理を実行してください。

19.1.1.4 FSP_INTS-BAS_AP28003
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28003: It reloaded flow definition: Flow definition name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28003: フロー定義を読み込みました: フロー定義名=s*

［可変情報］

s*：フロー定義名

［意味］

バッチマネージャーで保持するフロー定義の情報を読み込みました。

19.1.1.5 FSP_INTS-BAS_AP28004
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28004: It reloaded all flow definitions.

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28004: すべてのフロー定義を読み込みました。

［意味］

バッチマネージャーで保持するすべてのフロー定義の情報を読み込みました。

19.1.1.6 FSP_INTS-BAS_AP28005
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28005: The error occurred with preparations to call SessionBean: Unit=s*, detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28005: SessionBeanの呼出し準備でエラーが発生しました: リソースユニット=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：エラー詳細

［意味］

バッチマネージャーからリソースユニットへの接続処理でエラーが発生しました。
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［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(t*)を確認して、エラーの原因を取り除いてください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

CORBA NO_IMPLEMENT (t*)に示すリソースユニットが起動しているか確認してください。

CORBA UNKNOWN

CORBA COMM_FAILURE 以下を確認してください。

・ サーバに過度の負荷がかかる状態になっていないか。

・ ネットワークの接続が正常であるか。

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不要な

アプリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取

した後、技術員に連絡してください。

19.1.1.7 FSP_INTS-BAS_AP28006
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28006: The message was revoked.

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28006: メッセージを破棄しました。

［意味］

メッセージを破棄しました。

高負荷により処理が遅延している可能性があります。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

本メッセージが頻繁に出力される場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.1.8 FSP_INTS-BAS_AP28007
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28007: The error occurred with the message conversion: Correlation ID=s*, detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28007: メッセージ変換処理でエラーが発生しました: コリレーションID=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：エラー詳細

［意味］

メッセージの変換処理でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細に“FSP_INTS-BAS_AP”から始まるメッセージが出力されている場合、メッセージを確認して原因を取り除いてください。

上記以外の場合は、メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不要なアプリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.1.9 FSP_INTS-BAS_AP28008
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28008: The error occurred with postprocessing to call SessionBean: Unit=s*,
detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28008: SessionBeanの呼出しの後処理でエラーが発生しました: リソースユニット=s*, 詳細=t*
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［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：エラー詳細

［意味］

バッチマネージャーからリソースユニットへの接続の後処理でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を継続します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(t*)を確認して、エラーの原因を取り除いてください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

CORBA NO_IMPLEMENT (t*)に示すリソースユニットが起動しているか確認してください。

CORBA UNKNOWN

CORBA COMM_FAILURE 以下を確認してください。

・ サーバに過度の負荷がかかる状態になっていないか。

・ ネットワークの接続が正常であるか。

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不要なア

プリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取し

た後、技術員に連絡してください。

19.1.1.10 FSP_INTS-BAS_AP28009
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28009: The error occurred with starting flow: Correlation ID=s*, Unit=t*, detail=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28009: フロー起動処理でエラーが発生しました: コリレーションID=s*, リソースユニット=t*, 詳細=u*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：リソースユニット名

u*：エラー詳細

［意味］

フロー起動処理でエラーが発生しました。

［システムの処理］

フロー起動処理を中止します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(u*)を確認して、エラーの原因を取り除いてください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

CORBA NO_IMPLEMENT (t*)に示すリソースユニットが起動しているか確認してください。

CORBA UNKNOWN

CORBA COMM_FAILURE 以下を確認してください。

・ サーバに過度の負荷がかかる状態になっていないか。

・ ネットワークの接続が正常であるか。

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不要なア

プリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取し

た後、技術員に連絡してください。
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19.1.1.11 FSP_INTS-BAS_AP28010
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28010: The error occurred with the notification processing of the flow execution
result: Correlation ID=s*, detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28010: フロー実行結果の通知処理でエラーが発生しました: コリレーションID=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：エラー詳細

［意味］

フロー実行結果の通知処理でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

フロー起動コマンド、フロー起動APIにはフロー実行結果は通知されません。

［ユーザーの対処］

バッチマネージャーが正常に起動していない可能性があります。正常に起動していない場合は、バッチマネージャーを強制停止し、

再起動してください。

19.1.1.12 FSP_INTS-BAS_AP28011
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28011: The error occurred with the notification processing of the result: command=s*,
detail1=t*, detail2=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28011: 結果の通知処理でエラーが発生しました: コマンド=s*, 詳細1=t*, 詳細2=u*

［可変情報］

s*：内部情報

t*：エラー詳細1
u*：エラー詳細2

［意味］

コマンドへの結果通知処理でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。コマンドには結果は通知されません。

［ユーザーの対処］

バッチマネージャーが正常に起動していない可能性があります。正常に起動していない場合は、バッチマネージャーを強制停止し、

再起動してください。

19.1.1.13 FSP_INTS-BAS_AP28012
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28012: SessionBean is not found: Unit=s*, EJB name=t*, detail=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28012: SessionBeanが見つかりません: リソースユニット=s*, EJB名=t*, 詳細=u*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：EJBアプリケーション名

u*：エラー詳細

［意味］

バッチマネージャーのリソースユニット検索処理でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

(s*)に示すリソースユニットの環境が正しく作成されているか確認してください。対処後、再度処理を実行してください。
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19.1.1.14 FSP_INTS-BAS_AP28013
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28013: The error of ResourceUnit occurred with starting flow: Correlation ID=s*,
Unit=t*, detail=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28013: フロー起動処理でリソースユニットのエラーが発生しました: コリレーションID=s*, リソースユニット

=t*, 詳細=u*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：リソースユニット名

u*：エラー詳細

［意味］

フロー起動処理でリソースユニットのエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

本エラーについては、リソースユニットのシステムログ(Windows(R)の場合はイベントログ)に出力されるエラー詳細(u*)で示すエラー番

号のエラーメッセージを確認し、対処を行ってください。対処後、再度処理を実行してください。

19.1.1.15 FSP_INTS-BAS_AP28014
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28014: The number of flow managing exceeds the maximum: Correlation ID=s*, max
value=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28014: 管理可能なフロー状態の 大値を超えています: コリレーションID=s*, 大値=t*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*： 大値

［意味］

管理可能なフロー状態の数が 大値を超えています。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

フロー情報表示コマンドで表示されるフローを確認し、必要のないフローを削除してください。対処後、再度処理を実行してください。

19.1.1.16 FSP_INTS-BAS_AP28015
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28015: The flow of the object is not found: Correlation ID=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28015: 対象のフローが見つかりません: コリレーションID=s*

［可変情報］

s*：コリレーションID

［意味］

対象のフローが見つからないため、フローの実行結果を通知できません。

［システムの処理］

処理を中止します。フロー起動コマンド、フロー起動APIにはフロー実行結果は通知されません。

［ユーザーの対処］

フローの実行中にバッチマネージャーが再起動された可能性があります。運用手順を見直してください。フローの実行結果について

は簡易実行ログ、実行ログを確認してください。

19.1.1.17 FSP_INTS-BAS_AP28016
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28016: The flow was canceled: Correlation ID=s*, Unit=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28016: フローがキャンセルされました: コリレーションID=s*, リソースユニット=t*
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［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：リソースユニット名

［意味］

フローがキャンセルされました。フローの状態はキャンセル中となります。

［システムの処理］

フローをキャンセルします。

［ユーザーの対処］

フロー状態表示コマンドや簡易実行ログ、実行ログからフローの実行状態を確認してください。

19.1.1.18 FSP_INTS-BAS_AP28017
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28017: The flow could not be canceled: Correlation ID=s*, Unit=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28017: フローをキャンセルできませんでした: コリレーションID=s*, リソースユニット=t*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：リソースユニット名

［意味］

フローをキャンセルできませんでした。対象のフローは実行状態ではありません。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

フロー状態表示コマンドや簡易実行ログ、実行ログからフローの実行状態を確認してください。

19.1.1.19 FSP_INTS-BAS_AP28018
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28018: No authority to cancel the flow: Correlation ID=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28018: フローをキャンセルする権限がありません: コリレーションID=s*

［可変情報］

s*：コリレーションID

［意味］ 
フローをキャンセルする権限がありません。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

キャンセルを実行したユーザーの権限を確認してください。

19.1.1.20 FSP_INTS-BAS_AP28019
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28019: The operation is not accepted: Correlation ID=s*, Unit=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28019: 操作を受付けられません: コリレーションID=s*, リソースユニット=t*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：リソースユニット名

［意味］

フローが削除処理中のため、フローの操作に失敗しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

しばらく待ってからフローの状態を確認し、必要に応じて再度処理を実行してください。
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19.1.1.21 FSP_INTS-BAS_AP28020
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28020: The error of ResourceUnit occurred with canceling flow: Correlation ID=s*,
Unit=t*, detail=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28020: フローのキャンセル処理でリソースユニットのエラーが発生しました: コリレーションID=s*, リ
ソースユニット=t*, 詳細=u*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：リソースユニット名

u*：エラー詳細

［意味］

フローのキャンセル処理でリソースユニットのエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

本エラーについては、リソースユニットのシステムログ(Windows(R)の場合はイベントログ)に出力されるエラー詳細(u*)で示すエラー番

号のエラーメッセージを確認し、対処を行ってください。対処後、再度処理を実行してください。

19.1.1.22 FSP_INTS-BAS_AP28021
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28021: The error occurred with canceling flow: Correlation ID=s*, Unit=t*, detail=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28021: フローのキャンセル処理でエラーが発生しました: コリレーションID=s*, リソースユニット=t*, 詳細

=u*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：リソースユニット名

u*：エラー詳細

［意味］

フローのキャンセル処理でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(u*)を確認して、エラーの原因を取り除いてください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

CORBA NO_IMPLEMENT (t*)に示すリソースユニットが起動しているか確認してください。

CORBA UNKNOWN

CORBA COMM_FAILURE 以下を確認してください。

・ サーバに過度の負荷がかかる状態になっていないか。

・ ネットワークの接続が正常であるか。

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不要なア

プリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取

した後、技術員に連絡してください。

19.1.1.23 FSP_INTS-BAS_AP28022
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28022: The flow was not canceled: Correlation ID=s*, Unit=t*

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28022: フローのキャンセルを行いませんでした: コリレーションID=s*, リソースユニット=t*
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［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：リソースユニット名

［意味］

キャンセル処理中にフローが終了したため、フローのキャンセルを行いませんでした。

［システムの処理］

処理を継続します。

［ユーザーの対処］

フロー状態表示コマンドや簡易実行ログ、実行ログからフローの実行状態を確認し、必要に応じて再度処理を実行してください。

19.1.1.24 FSP_INTS-BAS_AP28023
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28023: The received message is out of order.

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28023: 本機能で取り扱うことのできないメッセージを受信しました。

［意味］

本機能が取り扱うメッセージ以外のメッセージを受け取りました。

［システムの処理］

受け取ったメッセージを破棄します。

［ユーザーの対処］

本警告が頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.1.25 FSP_INTS-BAS_AP28024
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28024: The flow could not be deleted: Correlation ID=s*, Unit=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28024: フローを削除できませんでした: コリレーションID=s*, リソースユニット=t*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：リソースユニット名

［意味］

フローを削除できませんでした。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

フロー状態表示コマンドや簡易実行ログ、実行ログからフローの実行状態を確認し、必要に応じて再度処理を実行してください。

19.1.1.26 FSP_INTS-BAS_AP28025
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28025: No authority to delete the flow: Correlation ID=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28025: フローを削除する権限がありません:コリレーションID=s*

［可変情報］

s*：コリレーションID

［意味］ 
フローを削除する権限がありません。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

削除を実行したユーザーの権限を確認してください。
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19.1.1.27 FSP_INTS-BAS_AP28029
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28029: The error occurred with getting flow information: Correlation ID=s*, Unit=t*,
detail=u*

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28029: フロー情報の取得処理でエラーが発生しました: コリレーションID=s*, リソースユニット=t*, 詳細

=u*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：リソースユニット名

u*：エラー詳細

［意味］

フロー情報の取得処理でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を継続します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(u*)を確認して、エラーの原因を取り除いてください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

CORBA NO_IMPLEMENT (t*)に示すリソースユニットが起動しているか確認してください。

CORBA UNKNOWN

CORBA COMM_FAILURE 以下を確認してください。

・ サーバに過度の負荷がかかる状態になっていないか。

・ ネットワークの接続が正常であるか。

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不要なアプ

リケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取し

た後、技術員に連絡してください。

19.1.1.28 FSP_INTS-BAS_AP28030
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28030: The error of ResourceUnit occurred with getting flow information: Correlation
ID=s*, Unit=t*, detail=u*

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28030: フロー情報の取得処理でリソースユニットのエラーが発生しました: コリレーションID=s*, リソー

スユニット=t*, 詳細=u*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：リソースユニット名

u*：エラー詳細

［意味］

フロー情報の取得処理でリソースユニットのエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を継続します。

［ユーザーの対処］

本エラーについては、リソースユニットのシステムログ(Windows(R)の場合はイベントログ)に出力されるエラー詳細(u*)で示すエラー番

号のエラーメッセージを確認し、対処を行ってください。対処後、再度処理を実行してください。

19.1.1.29 FSP_INTS-BAS_AP28031
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28031: The error occurred with the receive error information: Correlation ID=s*,
detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28031: エラー情報の受信でエラーが発生しました: コリレーションID=s*, 詳細=t*
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［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：エラー詳細

［意味］

エラー情報の受信でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

バッチマネージャーが正常に起動していない可能性があります。正常に起動していない場合は、バッチマネージャーを強制停止し、

再起動してください。

19.1.1.30 FSP_INTS-BAS_AP28032
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28032: The error information could not be received: Correlation ID=s*, Unit=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28032: エラー情報が受信できませんでした: コリレーションID=s*, リソースユニット=t*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：リソースユニット名

［意味］

再実行に必要なエラー情報の受信でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

バッチマネージャーの起動状態を確認してください。または、バッチマネージャーの環境が正しく作成されているか確認してください。

19.1.1.31 FSP_INTS-BAS_AP28033
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28033: The error occurred with getting of ResourceUnit ID: Unit=s*, detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28033: リソースユニットへの接続でエラーが発生しました: リソースユニット=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：エラー詳細

［意味］

リソースユニットへの接続でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を継続します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(t*)を確認して、エラーの原因を取り除いてください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

CORBA NO_IMPLEMENT (t*)に示すリソースユニットが起動しているか確認してください。

CORBA UNKNOWN

CORBA COMM_FAILURE 以下を確認してください。

・ サーバに過度の負荷がかかる状態になっていないか。

・ ネットワークの接続が正常であるか。

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不要な

アプリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採

取した後、技術員に連絡してください。
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19.1.1.32 FSP_INTS-BAS_AP28034
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28034: The error occurred with getting flow definition: Flow definition name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28034: フロー定義の取得でエラーが発生しました: フロー定義名=s*

［可変情報］

s*：フロー定義名

［意味］

フロー定義の取得でエラーが発生しました。

以下の可能性があります。

a. フロー定義が登録されていない。

b. 登録したフロー定義が破損している。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

以下の対処を行ってください。

a. apfwlstflowコマンドを使用してフロー定義が登録されているか確認してください。

b. フロー定義を再登録してください。

apfwlstflowコマンドの詳細については“16.19 apfwlstflow”を参照してください。

問題が解決しない場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.1.33 FSP_INTS-BAS_AP28035
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28035: No authority to retry the flow: Correlation ID=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28035: フローを再実行する権限がありません: コリレーションID=s*

［可変情報］

s*：コリレーションID

［意味］ 
フローを再実行する権限がありません。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

フローを再実行したユーザーの権限を確認してください。

19.1.1.34 FSP_INTS-BAS_AP28036
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28036: It failed in the reload flow definition: detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28036: フロー定義の読込みでエラーが発生しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

フロー定義の読込みでエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(s*)を確認して以下に示す対処を行ってください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

org.omg.CORBA.UNKNOWN Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性がありま

す。Interstageが正常に起動しているか確認してください。
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エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不

要なアプリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料

を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.1.35 FSP_INTS-BAS_AP28037
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28037: The error occurred with connecting queue: Destination=s*, detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28037: キューへの接続でエラーが発生しました: Destination=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*：Destination名
t*：エラー詳細

［意味］

キューへの接続でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

バッチマネージャーが正しく作成されていない可能性があります。バッチマネージャーを再作成してください。対処後、再度処理を実

行してください。

19.1.1.36 FSP_INTS-BAS_AP28038
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28038: The flow could not be retried: Correlation ID=s*, Unit=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28038: フローを再実行できませんでした: コリレーションID=s*, リソースユニット=t*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：リソースユニット名

［意味］

フローを再実行できませんでした。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

フロー状態表示コマンドや簡易実行ログ、実行ログからフローの実行状態を確認してください。

19.1.1.37 FSP_INTS-BAS_AP28039
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28039: The error occurred with getting ResourceUnit list: detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28039: リソースユニット一覧の取得でエラーが発生しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

リソースユニット一覧の取得でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(s*)を確認して以下に示す対処を行ってください。
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エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

org.omg.CORBA.UNKNOWN Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性がありま

す。Interstageが正常に起動しているか確認してください。

リソースユニット定義が存在しません 環境が壊れている可能性があります。製品を再インストールしてくだ

さい。

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不

要なアプリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料

を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.1.38 FSP_INTS-BAS_AP28040
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28040: It failed in the delete error information receiving: Correlation ID=s*, Unit=t*,
detail=u*

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28040: エラー情報の削除に失敗しました: コリレーションID=s*, リソースユニット=t*, 詳細=u*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：リソースユニット名

u*：エラー詳細

［意味］

フロー再実行の後処理でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を継続します。再実行したフローはリソースユニット上で実行中です。

［ユーザーの対処］

本メッセージが頻繁に出力される場合は、バッチマネージャーを再起動してください。

19.1.1.39 FSP_INTS-BAS_AP28041
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28041: It failed in the postprocessing to receive error information: Correlation ID=s*,
detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28041: エラー情報受信の後処理に失敗しました: コリレーションID=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：エラー詳細

［意味］

エラー情報受信の後処理に失敗しました。

［システムの処理］

フロー再実行処理は失敗しました。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(t*)を確認し、対処してください。対処後、再度処理を実行してください。

19.1.1.40 FSP_INTS-BAS_AP28042
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28042: The error occurred with getting status of BatchManager: detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28042: バッチマネージャー状態の取得でエラーが発生しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

バッチマネージャー状態の取得でエラーが発生しました。
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［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

バッチマネージャーが正常に起動していない可能性があります。正常に起動していない場合は、バッチマネージャーを強制停止し、

再起動してください。

19.1.1.41 FSP_INTS-BAS_AP28043
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28043: The error occurred with the message conversion: detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28043: メッセージ変換処理でエラーが発生しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

メッセージの変換処理でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細に“FSP_INTS-BAS_AP”から始まるメッセージが出力されている場合、メッセージを確認して原因を取り除いてください。

19.1.1.42 FSP_INTS-BAS_AP28044
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28044: Failed in the access of the internal control file: file='s*', detail='t*'

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28044: 内部制御ファイルのアクセスに失敗しました: ファイル名='s*', 詳細='t*'

［可変情報］

s* : ファイル名

t* : 詳細情報

［意味］

s*で示す内部制御ファイルのアクセスに失敗しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

当製品をインストールしたディレクトリが存在するディスクで、アクセス権限不足、容量不足またはハード障害が発生しています。詳細

情報のエラーメッセージをもとにエラーの原因を取り除いてください。

エラーの原因が特定できない場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.1.43 FSP_INTS-BAS_AP28045
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28045: Failed in the execution of flow that used the file management function: flow
name='s*', detail='t*'

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28045: ファイル管理機能を使用するフローの実行に失敗しました: フロー名='s*', 詳細='t*'

［可変情報］

s* : フロー名

t* : 詳細情報

［意味］

s*で示すフロー名に誤りがあるため、ファイル管理機能を使用するフローの実行に失敗しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

指定したフロー名が、ファイル管理機能を利用するフローの規約に合っていません。正しいフロー名を指定して、フローを実行してくだ

さい。
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19.1.1.44 FSP_INTS-BAS_AP28046
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28046: The flow execution cannot be accepted because of the blockage status of the
ResourceUnit.: Unit=s*, Correlation ID=t*, flow name=*u

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28046: リソースユニットが閉塞状態のため、フローの実行を受け付けることができません。: リソース

ユニット=s*, コリレーションID=t*, フロー名=u*

［可変情報］

s* : リソースユニット名

t* : コリレーションID
u* : フロー名

［意味］

s*で示すリソースユニットが閉塞状態のため、フローを実行することができませんでした。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

閉塞状態のリソースユニット上でフローを実行する場合は、そのリソースユニットの閉塞解除を行ってから、フローを実行してください。

19.1.1.45 FSP_INTS-BAS_AP28047
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28047: The flow execution cannot be accepted because of the blockage status of the
ResourceGroup.: Group=s*, Correlation ID=t*, flow name=*u

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28047: リソースグループが閉塞状態のため、フローの実行を受け付けることができません。: リソース

グループ=s*, コリレーションID=t*, フロー名=u*

［可変情報］

s* : リソースグループ名

t* : コリレーションID
u* : フロー名

［意味］

s*で示すリソースグループが閉塞状態のため、フローを実行することができませんでした。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

閉塞状態のリソースグループ上でフローを実行する場合は、そのリソースグループの閉塞解除を行ってから、フローを実行してくださ

い。

19.1.1.46 FSP_INTS-BAS_AP28048
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28048: All the ResourceUnit cannot accept the flow execution.: Group=s*, Correlation
ID=t*, flow name=*u

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28048: すべてのリソースユニットがフローの実行を受け付けることができません。: リソースグループ

=s*, コリレーションID=t*, フロー名=u*

［可変情報］

s* : リソースグループ名

t* : コリレーションID
u* : フロー名

［意味］

s*で示すリソースグループに属しているすべてのリソースユニットに対してフローを実行することができませんでした。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

リソースグループに属しているすべてのリソースユニットのエラーを解決し、リソースユニットの閉塞解除を行ってから、フローを実行し

てください。
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19.1.1.47 FSP_INTS-BAS_AP28049
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28049: The error occurred with loading the cache file on resource information.: detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28049: リソース情報のキャッシュファイルの読み込みにエラーが発生しました。: 詳細=s*

［可変情報］

s* : 詳細情報

［意味］

リソース情報のキャッシュファイルの読み込みでエラーが発生しました。

［システムの処理］

リソースグループに属するリソースユニットに対してフロー実行を行いません。

［ユーザーの対処］

本エラーが繰り返し発生する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.1.48 FSP_INTS-BAS_AP28050
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28050: The error occurred with saving the cache file on resource information.: detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28050: リソース情報のキャッシュファイルの書き出しでエラーが発生しました。: 詳細=s*

［可変情報］

s* : 詳細情報

［意味］

リソース情報のキャッシュファイルの書き出しでエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を継続します。

ただし、次回のバッチマネージャー起動時にリソース情報のキャッシュファイルの読み込みにエラーが発生し、リソースグループに属す

るリソースユニットに対してフロー実行を行うことができない可能性があります。

［ユーザーの対処］

本エラーが繰り返し発生する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.1.49 FSP_INTS-BAS_AP28051
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28051: The flow distribution to the ResourceUnit stopped because of an error of the
ResourceUnit.: Unit=s*, Correlation ID=t*, flow name=u*, detail=v*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28051: リソースユニットのエラーのため、そのリソースユニットに対するフロー振り分けを停止しま

す。: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*, フロー名=u*, 詳細情報=v*

［可変情報］

s* : リソースユニット名

t* : コリレーションID
u* : フロー名

v* : 詳細情報

［意味］

フロー実行時にリソースユニットでエラーが発生したために、以後このリソースユニットに対するフロー実行を停止します。

［システムの処理］

他のリソースユニットでフロー実行を行います。

［ユーザーの対処］

リソースユニットのエラーを解決してから、リソースユニットの閉塞解除を行ってください。

19.1.1.50 FSP_INTS-BAS_AP28053
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28053: The ResourceGroup does not exist.: Group=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28053: リソースグループは存在しません: リソースグループ名=s*
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［可変情報］

s* : リソースグループ名

［意味］

指定されたリソースグループは存在しません。

［システムの処理］

フローの実行を中止します。

［ユーザーの対処］

存在するリソースグループ名を指定してフローを実行してください。

19.1.2 FSP_INTS-BAS_AP28200番台のメッセージ

19.1.2.1 FSP_INTS-BAS_AP28200
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28200: System error occurred: Unit=s*, Correlation ID=t*, detail=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28200: システムエラーが発生しました: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*, 詳細=u*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：エラー詳細

［意味］

リソースユニットでシステムエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(u*)を確認して以下に示す対処を行ってください。対処後、再度処理を実行してください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

java.lang.NoClassDefFoundError 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性があ

ります。

“5.4 リソースユニットのチューニング”を参照し、実行時に必要な環

境設定に誤りがないか確認してください。

java.lang.UnsatisfiedLinkError

org.omg.CORBA.UNKNOWN Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性がありま

す。Interstageが正常に起動しているか確認してください。

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不

要なアプリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料

を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.2.2 FSP_INTS-BAS_AP28201
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28201: Two or more following activity exists: Unit=s*, Correlation ID=t*, Flow definition
name=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28201: 宛先アクティビティが複数存在します: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*, フロー定義名

=u*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

［意味］

送信先アクティビティが複数存在したため、フローを実行できません。
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［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

フロー定義を確認して、同報・条件分岐においてルーティング先が2つ以上とならないように見直しを行ってください。対処後、再度処

理を実行してください。

19.1.2.3 FSP_INTS-BAS_AP28202
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28202: The error occurred with preprocessing message transmission: Unit=s*,
Correlation ID=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28202: メッセージ送信の前処理でエラーが発生しました: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID

［意味］

メッセージ送信の前処理でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

本メッセージの前に、FSP_INTS-BAS_AP1501からFSP_INTS-BAS_AP1609までのいずれかのメッセージが、システムログ(Windows(R)
の場合はイベントログ)に出力されます。出力されているメッセージを確認し、原因を取り除いてください。対処後、再度処理を実行して

ください。それでもエラーが改善されない場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡して

ください。

19.1.2.4 FSP_INTS-BAS_AP28203
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28203: The error occurred with processing message transmission: Unit=s*, Correlation
ID=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28203: メッセージ送信処理でエラーが発生しました: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID

［意味］

メッセージ送信処理でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

本メッセージの前に、FSP_INTS-BAS_AP1501からFSP_INTS-BAS_AP1609までのいずれかのメッセージが、システムログ(Windows(R)
の場合はイベントログ)に出力されます。出力されているメッセージを確認し、原因を取り除いてください。対処後、再度処理を実行して

ください。FSP_INTS-BAS_AP1509のメッセージが出力されている場合、業務処理実行アプリケーションが配備されていない可能性が

あります。業務処理実行アプリケーションが配備されているか確認してください。エラーが改善されない場合は、“18.4 調査資料の採取

について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.2.5 FSP_INTS-BAS_AP28204
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28204: The following activity does not exist: Unit=s*, Correlation ID=t*, Flow definition
name=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28204: 宛先アクティビティがありません: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*, フロー定義名=u*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名
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［意味］

宛先アクティビティがないため、フローを実行できません。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

フロー定義を確認して、フローで実行するアクティビティが1つ以上となるように見直しを行ってください。対処後、再度処理を実行して

ください。

19.1.2.6 FSP_INTS-BAS_AP28205
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28205: SessionBean is not found: Unit=s*, Correlation ID=t*, EJB name=u*, detail=v*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28205: SessionBeanが見つかりません: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*, EJB名=u*, 詳細

=v*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：EJBアプリケーション名

v*：エラー詳細

［意味］

リソースユニットのバッチマネージャー検索処理でエラーが発生しました。

［システムの処理］

バッチマネージャーへの結果の通知処理を中止します。

フロー起動コマンド、フロー起動APIには結果は通知されません。

［ユーザーの対処］

フローの実行は完了しています。フローの終了状態は簡易実行ログ、実行ログで確認してください。

本エラーについては、バッチマネージャーの環境が正しく作成されているか確認してエラー原因を取り除いてください。

19.1.2.7 FSP_INTS-BAS_AP28206
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28206: The error occurred with the message conversion processing: Unit=s*,
Correlation ID=t*, detail=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28206: メッセージ変換処理でエラーが発生しました: リソースユニット名=s*, コリレーションID=t*, 詳細

=u*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：エラー詳細

［意味］

フロー起動処理のメッセージの変換処理で、エラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(u*)に“FSP_INTS-BAS_AP”から始まるメッセージが出力されている場合、メッセージを確認して原因を取り除いてくださ

い

上記以外の場合は、メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不要なアプリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.2.8 FSP_INTS-BAS_AP28207
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28207: Output path of execution log is invalid: Unit=s*, value=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28207: 実行ログの出力先の指定に誤りがあります: リソースユニット名=s*, 設定値=t*
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［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：設定値

［意味］

実行ログの出力先の設定値に誤りがあります。

実行ログの出力先は絶対パスで指定する必要があります。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

実行ログの出力先の設定値が正しいか確認してください。

実行ログの出力先の設定については、“2.3.7 ログの出力”を参照してください。

19.1.2.9 FSP_INTS-BAS_AP28208
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28208: Backup path of execution log is invalid: Unit=s*, value=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28208: 実行ログの退避先の指定に誤りがあります: リソースユニット名=s*, 設定値=t*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：設定値

［意味］

実行ログの退避先の設定値に誤りがあります。

実行ログの退避先は絶対パスで指定する必要があります。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

実行ログの退避先の設定値が正しいか確認してください。

実行ログの退避先の設定については、“2.3.7 ログの出力”を参照してください。

19.1.2.10 FSP_INTS-BAS_AP28209
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28209: The error occurred with preparations to call SessionBean: Unit=s*, Correlation
ID=t*, detail=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28209: SessionBeanの呼出し準備でエラーが発生しました: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*,
詳細=u*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：エラー詳細

［意味］

リソースユニットからバッチマネージャーへの接続処理でエラーが発生しました。

［システムの処理］

バッチマネージャーへの結果の通知処理を中止します。

フロー起動コマンド、フロー起動APIには結果は通知されません。

［ユーザーの対処］

フローの実行は完了しています。フローの終了状態は簡易実行ログ、実行ログで確認してください。

本エラーについては、エラー詳細(t*)を確認して以下に示す対処を行ってください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

CORBA NO_IMPLEMENT バッチマネージャーが起動しているか確認してください。

CORBA UNKNOWN

CORBA COMM_FAILURE 以下を確認してください。
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エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

サーバに過度の負荷がかかる状態になっていないか。

ネットワークの接続が正常であるか。

上記以外の場合 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性がありま

す。

“5.4 リソースユニットのチューニング”を参照し、実行時に必要な環境設

定に誤りがないか確認してください。

19.1.2.11 FSP_INTS-BAS_AP28210
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28210: The message was revoked: Unit=s*, Correlation ID=t*, Flow definition
name=u*

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28210: メッセージを破棄しました: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*, フロー定義名=u*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

［意味］

メッセージを破棄しました。業務処理実行アプリケーションがハングアップしている可能性があります。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

業務処理実行アプリケーションの処理を見直してください。

19.1.2.12 FSP_INTS-BAS_AP28211
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28211: The error occurred with postprocessing to call SessionBean: Unit=s*,
detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28211: SessionBeanの呼出しの後処理でエラーが発生しました: リソースユニット=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：エラー詳細

［意味］

リソースユニットからバッチマネージャーへの接続の後処理でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を継続します。

［ユーザーの対処］

本エラーについては、エラー詳細(t*)を確認して以下に示す対処を行ってください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

CORBA NO_IMPLEMENT バッチマネージャーが起動しているか確認してください。

CORBA UNKNOWN

CORBA COMM_FAILURE 以下を確認してください。

サーバに過度の負荷がかかる状態になっていないか。

ネットワークの接続が正常であるか。

上記以外の場合 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性があり

ます。

“5.4 リソースユニットのチューニング”を参照し、実行時に必要な環境

設定に誤りがないか確認してください。
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19.1.2.13 FSP_INTS-BAS_AP28212
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28212: The error occurred with the notification result processing: Unit=s*, Correlation
ID=t*, detail=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28212: 結果の通知処理でエラーが発生しました: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*, 詳細

=u*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID 
u*：エラー詳細

［意味］

フロー実行結果の通知処理でエラーが発生しました。

［システムの処理］

バッチマネージャーへの結果の通知処理を中止します。

フロー起動コマンド、フロー起動APIには結果は通知されません。

［ユーザーの対処］

フローの実行は完了しています。フローの終了状態は簡易実行ログ、実行ログで確認してください。

本エラーについては、エラー詳細(t*)を確認して以下に示す対処を行ってください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

CORBA NO_IMPLEMENT バッチマネージャーが起動しているか確認してください。

CORBA UNKNOWN

CORBA COMM_FAILURE 以下を確認してください。

サーバに過度の負荷がかかる状態になっていないか。

ネットワークの接続が正常であるか。

上記以外の場合 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性があり

ます。

“5.4 リソースユニットのチューニング”を参照し、実行時に必要な環境

設定に誤りがないか確認してください。

19.1.2.14 FSP_INTS-BAS_AP28213
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28213: System error occurred with the notification result processing: Unit=s*,
Correlation ID=t*, detail=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28213: 結果の通知処理でシステムエラーが発生しました: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*,
詳細=u*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：エラー詳細

［意味］

フローの実行結果の通知処理でシステムエラーが発生しました。

［システムの処理］

バッチマネージャーへの結果の通知処理を中止します。

フロー起動コマンド、フロー起動APIには結果は通知されません。

［ユーザーの対処］

フローの実行は完了しています。フローの終了状態は簡易実行ログ、実行ログで確認してください。

本エラーについては、エラー詳細(u*)を確認して以下に示す対処を行ってください。
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エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

java.lang.NoClassDefFoundError 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性があ

ります。

“5.4 リソースユニットのチューニング”を参照し、実行時に必要な環

境設定に誤りがないか確認してください。

java.lang.UnsatisfiedLinkError

org.omg.CORBA.UNKNOWN Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性がありま

す。Interstageが正常に起動しているか確認してください。

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不

要なアプリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料

を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.2.15 FSP_INTS-BAS_AP28214
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28214: The error of BatchManager occurred with the notification result processing:
Unit=s*, Correlation ID=t*, detail=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28214: 結果の通知処理でバッチマネージャーのエラーが発生しました: リソースユニット=s*, コリレー

ションID=t*, 詳細=u*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID 
u*：エラー詳細

［意味］

フローの実行結果の通知処理で、バッチマネージャーのエラーが発生しました。

［システムの処理］

バッチマネージャーへの結果の通知処理を中止します。

フロー起動コマンド、およびAPIには結果は通知されません。

バッチマネージャーのシステムログ(Windows(R)の場合はイベントログ)にエラー詳細(u*)で示すエラー番号のエラーメッセージが出力

されます。

［ユーザーの対処］

フローの実行は完了しています。フローの終了状態は簡易実行ログ、実行ログで確認してください。

本エラーについては、バッチマネージャーのシステムログ(Windows(R)の場合はイベントログ)に出力されるエラー詳細(u*)で示すエ

ラー番号のエラーメッセージを確認し、対処を行ってください。

19.1.2.16 FSP_INTS-BAS_AP28215
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28215: The error occurred with the message conversion processing: Unit=s*,
Correlation ID=t*, detail=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28215: メッセージ変換処理でエラーが発生しました: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*, 詳細

=u*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：エラー詳細

［意味］

バッチマネージャーへの結果通知のメッセージの変換処理で、エラーが発生しました。

［システムの処理］

バッチマネージャーへの結果の通知処理を中止します。

フロー起動コマンド、フロー起動APIには結果は通知されません。

［ユーザーの対処］

フローの実行は完了しています。フローの終了状態は簡易実行ログ、実行ログで確認してください。

本エラーについては、エラー詳細(u*)に“FSP_INTS-BAS_AP”から始まるメッセージが出力されている場合、メッセージを確認して原
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因を取り除いてください。

上記以外の場合は、メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不要なアプリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.2.17 FSP_INTS-BAS_AP28216
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28216: It failed in flow definition analysis: Unit=s*, Correlation ID=t*, Flow definition
name=u*, detail=v*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28216: フロー定義情報の解析に失敗しました: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*, フロー定義名

=u*, 詳細=v*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

v*：エラー詳細

［意味］

フロー定義情報の解析に失敗しました。フロー定義情報が破壊されている可能性があります。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

フロー定義を再登録してください。対処後、再度処理を実行してください。

19.1.2.18 FSP_INTS-BAS_AP28217
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28217: The flow was canceled: Unit=s*, Correlation ID=t*, Flow definition name=u*,
application=v*

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28217: フローをキャンセルしました: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*, フロー定義名=u*, アプ

リケーション=v*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

v*：アプリケーションの説明

［意味］

フローをキャンセルしました。

19.1.2.19 FSP_INTS-BAS_AP28218
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28218: Terminated flow because the ResourceUnit was stopped: Unit=s*, Correlation
ID=t*

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28218: リソースユニットが停止されたため、フローを終了します: リソースユニット=s*, コリレーション

ID=t*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID

［意味］

リソースユニットが強制停止されたため、フローを終了します。

19.1.2.20 FSP_INTS-BAS_AP28219
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28219: System error occurred with the output execution log: Unit=s*, Correlation ID=t*,
detail=u*
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FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28219: 実行ログの出力でシステムエラーが発生しました: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*,
詳細=u*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：エラー詳細

［意味］

実行ログの出力処理中にシステムエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

実行ログの退避先ディレクトリが指定されている場合は、退避先にファイルを出力します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(u*)を確認して以下に示す対処を行ってください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

java.lang.NoClassDefFoundError 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性があ

ります。

“5.4 リソースユニットのチューニング”を参照し、実行時に必要な環

境設定に誤りがないか確認してください。

java.lang.UnsatisfiedLinkError

org.omg.CORBA.UNKNOWN Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性がありま

す。Interstageが正常に起動しているか確認してください。

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不

要なアプリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料

を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.2.21 FSP_INTS-BAS_AP28220
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28220: The flow was not canceled: Unit=s*, Correlation ID=t*

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28220: フローのキャンセルを行いませんでした: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID

［意味］

キャンセルを受付けましたが、アプリケーションの実行が完了していたためキャンセルを行いませんでした。

［システムの処理］

処理を継続します。

［ユーザーの対処］

簡易実行ログ、実行ログでフローの実行結果を確認してください。

19.1.2.22 FSP_INTS-BAS_AP28221
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28221: The flow cancellation was already accepted: Unit=s*, Correlation ID=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28221: キャンセルはすでに受け付けています: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID

［意味］

すでにキャンセルを受け付けているため、キャンセルを受け付けることができません。
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［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

しばらく待ってからフロー情報表示コマンドでフローの状態を確認してください。

19.1.2.23 FSP_INTS-BAS_AP28222
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28222: The flow execution cannot be accepted:  Unit=s*, Correlation ID=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28222: フローの実行を受け付けることができません: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID

［意味］

リソースユニットが停止処理中のため、フローの実行を受け付けることができません。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

リソースユニットが停止した後、再起動してから再度処理を実行してください。

19.1.2.24 FSP_INTS-BAS_AP28223
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28223: The flow with same Correlation ID is executing: Unit=s*, Correlation ID=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28223: 同じコリレーションIDのフローが実行されています: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID

［意味］

同じコリレーションIDでフローが実行されているためフローを実行することができません。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

実行中のフローが存在する状態で、バッチマネージャーを再起動した可能性があります。運用手順を見直してください。

19.1.2.25 FSP_INTS-BAS_AP28224
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28224: The error occurred with the error information transmission: Unit=s*, Correlation
ID=t*, detail=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28224: エラー情報の送信処理でエラーが発生しました: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*, 詳細

=u*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：エラー詳細

［意味］

エラー情報の送信処理でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(u*)を確認し、対処してください。

なお、コリレーションIDが示すフローはエラーが発生したアプリケーションからの再実行は処理できません。フローを再度実行する場合

は、フローの 初から実行してください。
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19.1.2.26 FSP_INTS-BAS_AP28225
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28225: The error occurred with the making processing of the flow execution result:
Unit=s*, Correlation ID=t*, detail=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28225: フロー実行結果の作成処理でエラーが発生しました: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*,
詳細=u*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：エラー詳細

［意味］

フロー実行結果の作成処理でエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中断します。

以下の処理は実行されません。

・ フロー起動コマンド、フロー起動APIへのフロー実行結果の通知

・ フロー再実行用のエラー情報の送信（エラーが発生した場合のみ）

［ユーザーの対処］

フローの実行は完了しています。フローの終了状態は簡易実行ログ、実行ログで確認してください。

本エラーについては、エラー詳細(u*)を確認して以下に示す対処を行ってください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

java.lang.NoClassDefFoundError 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性があ

ります。

“5.4 リソースユニットのチューニング”を参照し、実行時に必要な環

境設定に誤りがないか確認してください。

java.lang.UnsatisfiedLinkError

org.omg.CORBA.UNKNOWN Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性がありま

す。Interstageが正常に起動しているか確認してください。

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不

要なアプリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料

を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.2.27 FSP_INTS-BAS_AP28226
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28226: System error occurred with the output simple execution log: Unit=s*,
Correlation ID=t*, detail=u*

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28226: 簡易実行ログの出力処理でシステムエラーが発生しました: リソースユニット名=s*, コリレーション

ID=t*, 詳細=u*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：エラー詳細

［意味］

簡易実行ログの出力処理中にシステムエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を継続します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(u*)を確認して以下に示す対処を行ってください。
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エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

java.lang.NoClassDefFoundError 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性があ

ります。

“5.4 リソースユニットのチューニング”を参照し、実行時に必要な環

境設定に誤りがないか確認してください。

java.lang.UnsatisfiedLinkError

org.omg.CORBA.UNKNOWN Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性がありま

す。Interstageが正常に起動しているか確認してください。

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不

要なアプリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料

を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.2.28 FSP_INTS-BAS_AP28227
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28227: The flow preprocessing class is not found: Unit=s*, Correlation ID=t*, Flow
definition name=u*, class=v*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28227: フロー前処理のクラスが見つかりません: リソースユニット名=s*, コリレーションID=t*, フロー

定義名=u*, クラス名=v*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

v*：クラス名

［意味］

フロー定義で指定したフロー前処理のクラスが見つかりません。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

フロー定義で指定したクラス(v*)がリソースユニットに配備されているか確認してください。

対処後、再度処理を実行してください。

19.1.2.29 FSP_INTS-BAS_AP28228
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28228: The error occurred with flow preprocessing: Unit=s*, Correlation ID=t*, Flow
definition name=u*, class=v*, detail=w*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28228: フロー前処理の呼出しでエラーが発生しました: リソースユニット名=s*, コリレーションID=t*,
フロー定義名=u*, クラス名=v*, 詳細=w*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

v*：クラス名

w*：エラー詳細

［意味］

フロー前処理の呼出しでエラーが発生しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(w*)を確認して以下に示す対処を行ってください。対処後、再度処理を行ってください。
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エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

java.lang.ClassNotFoundException 例外メッセージから対象のクラスを特定し、クラスパスが正しく設定さ

れているか確認してください。

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不

要なアプリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料

を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.2.30 FSP_INTS-BAS_AP28229
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28229: The flow preprocessing class does not implement FlowPreprocessor interface:
Unit=s*, Correlation ID=t*, Flow definition name=u*, class=v*, interface=w*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28229: フロー前処理のクラスはインターフェースを実装していません: リソースユニット名=s*, コリ

レーションID=t*, フロー定義名=u*, クラス名=v*, インターフェース=w*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

v*：クラス名

w*：インターフェース名

［意味］

フロー前処理のクラス(v*)はインターフェース(w*)を実装していません。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

クラスがインターフェースを実装しているか確認してください。対処後、再度処理を実行してください。

19.1.2.31 FSP_INTS-BAS_AP28230
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28230: The Constructor of flow preprocessing class is not found: Unit=s*, Correlation
ID=t*, Flow definition name=u*, class=v*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28230: フロー前処理クラスのコンストラクタが見つかりません: リソースユニット名=s*, コリレーション

ID=t*, フロー定義名=u*, クラス名=v*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

v*：クラス名

［意味］

フロー前処理クラスの引数なしのコンストラクタが見つかりません。

以下の可能性があります。

a. 引数なしのコンストラクタが作成されていない。

b. コンストラクタの修飾子がpublicとなっていない。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

クラス(v*)について以下の対処を行ってください。対処後、再度処理を実行してください。

a. 引数なしのコンストラクタが作成されているか確認してください。

b. コンストラクタの修飾子がpublicとなっているか確認してください
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19.1.2.32 FSP_INTS-BAS_AP28231
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28231: It failed to create instance of the flow preprocessing class: Unit=s*, Correlation
ID=t*, Flow definition name=u*, class=v*, detail=w*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28231: フロー前処理クラスのインスタンスの生成に失敗しました: リソースユニット名=s*, コリレーション

ID=t*, フロー定義名=u*, クラス名=v*, 詳細=w*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

v*：クラス名

w*：エラー詳細

［意味］

フロー前処理クラスのインスタンスの生成に失敗しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

クラス(v*)がabstractクラスとして宣言されていないか確認してください。対処後、再度処理を実行してください。

19.1.2.33 FSP_INTS-BAS_AP28232
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28232: The exception was issued from the flow preprocessing application: Unit=s*,
Correlation ID=t*, Flow definition name=u*, class=v*, detail=w*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28232: フロー前処理でアプリケーションから例外が発行されました: リソースユニット名=s*, コリレーション

ID=t*, フロー定義名=u*, クラス名=v*, 詳細=w*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

v*：クラス名

w*：エラー詳細

［意味］

フロー前処理でアプリケーションから例外が発行されました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(w*)を確認してアプリケーションで発生した例外に対して対処を行ってください。対処後、再度処理を実行してください。

19.1.2.34 FSP_INTS-BAS_AP28233
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28233: Element name and data type returned from flow preprocessing do not match
with the business data definition: Unit=s*, Correlation ID=t*, Flow definition name=u*, class=v*, element=w*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28233: フロー前処理から返却された要素名とデータ型が業務データ定義と一致しません: リソース

ユニット名=s*, コリレーションID=t*, フロー定義名=u*, クラス名=v*, 要素名=w*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

v*：クラス名

w*：要素名
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［意味］

フロー前処理から返却された要素名(w*)とデータ型が業務データ定義と一致しません。

以下の可能性があります。

a. 要素名にnullもしくは空文字を設定している。

b. フロー定義で定義した業務データ定義とデータ型が一致していない。

［ユーザーの対処］

フロー前処理が返却する業務データについて以下の対処を行ってください。対処後、再度処理を実行してください。

a. 要素名にnullもしくは空文字を設定していないか確認してください。

b. フロー定義で定義した業務データ定義とデータ型が一致しているか確認してください。

19.1.2.35 FSP_INTS-BAS_AP28234
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28234: The read only data was changed by the flow preprocessing: Unit=s*,
Correlation ID=t*, Flow definition name=u*, class=v*

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28234: フロー前処理で読取専用の業務データが変更されました: リソースユニット名=s*, コリレーション

ID=t*, フロー定義名=u*, クラス名=v*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

v*：クラス名

［意味］

フロー前処理で読取専用の業務データが変更されました。

［システムの処理］

業務データを元に戻してから、処理を続行します。

［ユーザーの対処］

フロー前処理でフロー定義名、コリレーションIDが変更されていないか確認してください。

なお、それぞれの業務データの要素名を以下に示します。

  フロー定義名：FlowDefName
コリレーションID：APFW_CORRELATIONID

19.1.2.36 FSP_INTS-BAS_AP28235
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28235: The flow postprocessing class is not found: Unit=s*, Correlation ID=t*, Flow
definition name=u*, class=v*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28235: フロー後処理のクラスが見つかりません: リソースユニット名=s*, コリレーションID=t*, フロー

定義名=u*, クラス名=v*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

v*：クラス名

［意味］

フロー定義で指定したフロー後処理のクラスが見つかりません。

［システムの処理］

フロー後処理の呼出し処理を中止します。

［ユーザーの対処］

フロー定義で指定したクラス(v*)がリソースユニットに配備されているか確認してください。
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19.1.2.37 FSP_INTS-BAS_AP28236
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28236: The error occurred with flow postprocessing: Unit=s*, Correlation ID=t*, Flow
definition name=u*, class=v*, detail=w*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28236: フロー後処理の呼出しでエラーが発生しました: リソースユニット名=s*, コリレーションID=t*,
フロー定義名=u*, クラス名=v*, 詳細=w*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

v*：クラス名

w*：エラー詳細

［意味］

フロー後処理の呼出しでエラーが発生しました。

［システムの処理］

フロー後処理の呼出し処理を中止します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(w*)を確認して以下に示す対処を行ってください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

java.lang.ClassNotFoundException 例外メッセージから対象のクラスを特定し、クラスパスが正しく設定さ

れているか確認してください。

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不

要なアプリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料

を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.2.38 FSP_INTS-BAS_AP28237
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28237: The flow postprocessing class does not implement FlowPostprocessor
interface: Unit=s*, Correlation ID=t*, Flow definition name=u*, class=v*, interface=w*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28237: フロー後処理のクラスはインターフェースを実装していません: リソースユニット名=s*, コリ

レーションID=t*, フロー定義名=u*, クラス名=v*, インターフェース=w*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

v*：クラス名

w*：インターフェース名

［意味］

フロー後処理のクラス(v*)はインターフェース(w*)を実装していません。

［システムの処理］

フロー後処理の呼出し処理を中止します。

［ユーザーの対処］

クラスがインターフェースを実装しているか確認してください。

19.1.2.39 FSP_INTS-BAS_AP28238
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28238: The Constructor of flow postprocessing class is not found: Unit=s*, Correlation
ID=t*, Flow definition name=u*, class=v*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28238: フロー後処理クラスのコンストラクタが見つかりません: リソースユニット名=s*, コリレーション

ID=t*, フロー定義名=u*, クラス名=v*
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［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

v*：クラス名

［意味］

フロー後処理クラスの引数なしのコンストラクタが見つかりません。

以下の可能性があります。

a. 引数なしのコンストラクタが作成されていない。

b. コンストラクタの修飾子がpublicとなっていない。

［システムの処理］

フロー後処理の呼出し処理を中止します。

［ユーザーの対処］

クラス(v*)について以下の対処を行ってください

a. 引数なしのコンストラクタが作成されているか確認してください。

b. コンストラクタの修飾子がpublicとなっているか確認してください。

19.1.2.40 FSP_INTS-BAS_AP28239
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28239: It failed to create instance of the flow postprocessing class: Unit=s*, Correlation
ID=t*, Flow definition name=u*, class=v*, detail=w*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28239: フロー後処理クラスのインスタンスの生成に失敗しました: リソースユニット名=s*, コリレーション

ID=t*, フロー定義名=u*, クラス名=v*, 詳細=w*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

v*：クラス名

w*：エラー詳細

［意味］

フロー後処理クラスのインスタンスの生成に失敗しました。

［システムの処理］

フロー後処理の呼出し処理を中止します。

［ユーザーの対処］

クラス(v*)がabstractクラスとして宣言されていないか確認してください。

19.1.2.41 FSP_INTS-BAS_AP28240
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28240: The exception was issued from the flow postprocessing application: Unit=s*,
Correlation ID=t*, Flow definition name=u*, class=v*, detail=w*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28240: フロー後処理でアプリケーションから例外が発行されました: リソースユニット名=s*, コリレーション

ID=t*, フロー定義名=u*, クラス名=v*, 詳細=w*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

v*：クラス名

w*：エラー詳細

［意味］

フロー後処理でアプリケーションから例外が発行されました。
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［システムの処理］

フロー後処理の呼出し処理を中止します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(w*)を確認してアプリケーションで発生した例外に対して対処を行ってください。

19.1.2.42 FSP_INTS-BAS_AP28241
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28241: Element name and data type returned from flow postprocessing do not match
with the business data definition: Unit=s*, Correlation ID=t*, Flow definition name=u*, class=v*, element=w*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28241: フロー後処理から返却された要素名とデータ型が業務データ定義と一致しません: リソース

ユニット名=s*, コリレーションID=t*, フロー定義名=u*, クラス名=v*, 要素名=w*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

v*：クラス名

w*：要素名

［意味］

フロー後処理から返却された要素名(w*)とデータ型が業務データ定義と一致しません。

a. 要素名にnullもしくは空文字を設定している。

b. フロー定義で定義した業務データ定義とデータ型が一致していない。

［システムの処理］

フロー後処理の呼出し処理を中止します。

［ユーザーの対処］

フロー後処理が返却する業務データについて以下の対処を行ってください。

a. 要素名にnullもしくは空文字を設定していないか確認してください。

b. フロー定義で定義した業務データ定義とデータ型が一致しているか確認してください。

19.1.2.43 FSP_INTS-BAS_AP28242
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28242: The read only data was changed by the flow postprocessing: Unit=s*,
Correlation ID=t*, Flow definition name=u*, class=v*

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28242: フロー後処理で読取専用の業務データが変更されました: リソースユニット名=s*, コリレーション

ID=t*, フロー定義名=u*, クラス名=v*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：フロー定義名

v*：クラス名

［意味］

フロー後処理で読取専用の業務データが変更されました。

［システムの処理］

業務データを元に戻してから、処理を続行します。

［ユーザーの対処］

フロー後処理でフロー定義名、コリレーションIDが変更されていないか確認してください。

なお、それぞれの業務データの要素名を以下に示します。

  フロー定義名：FlowDefName
コリレーションID：APFW_CORRELATIONID
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19.1.2.44 FSP_INTS-BAS_AP28243
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28243: The processing cannot be accepted: Unit=s*, Correlation ID=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28243: 処理を受け付けることができません: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID

［意味］

リソースユニットが強制停止処理中のため、処理を受け付けることができません。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

リソースユニットが停止した後、再起動してから再度処理を実行してください。

19.1.2.45 FSP_INTS-BAS_AP28244
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28244: Initialization of ResourceUnit failed: detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28244: リソースユニットの初期化に失敗しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

リソースユニットの初期化に失敗しました。リソースユニットの起動を中止します。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細の対処を行ってください。対処後、再度処理を実行してください。

19.1.3 FSP_INTS-BAS_AP28400番台のメッセージ

19.1.3.1 FSP_INTS-BAS_AP28400
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28400: The error occurred with message transmission to the queue: Destination=s*,
detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28400: キューへのメッセージ送信でエラーが発生しました: Destination=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*：Destination名
t*：エラー詳細

［意味］

キューへのメッセージ送信処理でエラーが発生しました。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(t*)で示される情報により以下の対処を行ってください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

jms1200 以下を確認してください。

・ 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性が

あります。実行時の環境変数に誤りがないか確認してください。

・ Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性があり

ます。Interstageが正常に起動しているか確認してください。

jms2112 “APFWQCF”の名前で登録されているQeueConnectionFactoryがグロー

バルトランザクション機能を使用する設定になっていないか確認してく
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エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

ださい。設定されている場合、グローバルトランザクション機能を使用し

ない設定に変更してください。

jms2573 イベントチャネルが閉塞されています。閉塞を解除してください。

jms2560 イベントチャネルが起動されていません。イベントチャネルを起動してく

ださい。

jms2561 以下を確認してください。

・ アプリケーション実行中にイベントチャネルが再作成された可能性

があります。イベントチャネルを再作成した場合は、アプリケーショ

ンを再起動してください。

・ イベントチャネルが停止処理中の可能性があります。イベントチャ

ネルが停止処理中の場合は、停止後に起動してください。

問題が解決しない場合は、“Interstage Application Server メッセージ

集”を参照して、“jms2561”、“jms2563”の対処を確認してください。

jms2563

jms6100 ネットワークケーブルに物理的問題がある可能性があります。ネットワー

クの接続が正常であるか確認してください。

問題が解決しない場合は、“Interstage Application Server メッセージ

集”を参照して、“jms6100”の対処を確認してください。

上記以外の場合 以下を確認してください。

・ “Interstage Application Server メッセージ集”を参照して、“jms”か
ら始まるエラーコードの値から原因を取り除いてください。

・ Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性があり

ます。Interstageが正常に起動しているか確認してください。

・ イベントチャネルの起動状態を確認してください。イベントチャネル

が未起動である場合、起動してください。

・ 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性が

あります。実行時の環境変数に誤りがないか確認してください。

・ イベントチャネルの作成方法に誤りがないか確認してください。

問題が解決しない場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、

資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.3.2 FSP_INTS-BAS_AP28401
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28401: The received message is out of order: Destination=s*

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28401: 本機能で取り扱うことのできないメッセージを受信しました: Destination=s*

［可変情報］

s*：Destination名

［意味］

本機能が取り扱うメッセージ以外のメッセージを受け取りました。

［ユーザーの対処］

本警告が頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.3.3 FSP_INTS-BAS_AP28403
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28403: The error occurred with the message reception from the queue: Destination=s*,
detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28403: キューからのメッセージ受信でエラーが発生しました: Destination=s*, 詳細=t*
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［可変情報］

s*：Destination名
t*：エラー詳細

［意味］

キューからのメッセージ受信処理でエラーが発生しました。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(t*)で示される情報により以下の対処を行ってください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

jms1200 以下を確認してください。

・ 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性が

あります。実行時の環境変数に誤りがないか確認してください。

・ Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性があり

ます。Interstageが正常に起動しているか確認してください。

jms2112 “APFWQCF”の名前で登録されているQeueConnectionFactoryがグロー

バルトランザクション機能を使用する設定になっていないか確認してく

ださい。設定されている場合、グローバルトランザクション機能を使用し

ない設定に変更してください。

jms2560 イベントチャネルが起動されていません。イベントチャネルを起動してく

ださい。

jms2561 以下を確認してください。

・ アプリケーション実行中にイベントチャネルが再作成された可能性

があります。イベントチャネルを再作成した場合は、アプリケーショ

ンを再起動してください。

・ イベントチャネルが停止処理中の可能性があります。イベントチャ

ネルが停止処理中の場合は、停止後に起動してください。

問題が解決しない場合は、“Interstage Application Server メッセージ

集”を参照して、“jms2561”、“jms2563”の対処を確認してください。

jms2563

jms6100 ネットワークケーブルに物理的問題がある可能性があります。ネットワー

クの接続が正常であるか確認してください。

問題が解決しない場合は、“Interstage Application Server メッセージ

集”を参照して、“jms6100”の対処を確認してください。

上記以外の場合 以下を確認してください。

・ “Interstage Application Server メッセージ集”を参照して、“jms”か
ら始まるエラーコードの値から原因を取り除いてください。

・ Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性があり

ます。Interstageが正常に起動しているか確認してください。

・ イベントチャネルの起動状態を確認してください。イベントチャネル

が未起動である場合、起動してください。

・ 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性が

あります。実行時の環境変数に誤りがないか確認してください。

・ イベントチャネルの作成方法に誤りがないか確認してください。

問題が解決しない場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、

資料を採取した後、技術員に連絡してください。
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19.1.3.4 FSP_INTS-BAS_AP28404
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28404: The error occurred with the commitment queue operation: Destination=s*,
detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28404: キュー操作のコミットでエラーが発生しました: Destination=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*：Destination名
t*：エラー詳細

［意味］

キュー操作のコミット処理でエラーが発生しました。

システムログ(Windows(R)の場合はイベントログ)に同時に出力される“jms”から始まるメッセージから以下の可能性があります。

a. “jms2550”が同時に出力されている場合、Interstageが停止している可能性があります。

b. “jms2573”が同時に出力されている場合、イベントチャネルが閉塞されています。

c. “jms2560”が同時に出力されている場合、イベントチャネルが起動されていません。

d. “jms2552”が同時に出力されている場合、イベントチャネルに蓄積可能なデータ数の上限を超えてメッセージを送信しようとした

可能性があります。

e. “jms2551”が同時に出力されている場合、イベントサービスのローカルトランザクションタイムアウトが発生しました。

［ユーザーの対処］

以下の対処を実施してください。

a. Interstageが正常に起動しているか確認してください。

b. イベントチャネルの閉塞を解除してください

c. イベントチャネルを起動してください。

d. イベントチャネルが存在するホストのシスログを確認して対処してください。

e. イベントサービスのローカルトランザクションのタイムアウト時間を見直してください。

問題が解決しない場合は、“Interstage Application Server メッセージ集”を参照して、シスログに本メッセージと同時に出力される“jms”
から始まるメッセージから原因を取り除いてください。

19.1.3.5 FSP_INTS-BAS_AP28405
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28405: The error occurred with the rollback queue operation: Destination=s*, detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28405: キュー操作のロールバックでエラーが発生しました: Destination=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*：Destination名
t*：エラー詳細

［意味］

キュー操作のロールバック処理でエラーが発生しました。

システムログ(Windows(R)の場合はイベントログ)に同時に出力される“jms”から始まるメッセージから以下の可能性があります。

a. “jms2550”が同時に出力されている場合、Interstageが停止している可能性があります。

b. “jms2573”が同時に出力されている場合、イベントチャネルが閉塞されています。

c. “jms2560”が同時に出力されている場合、イベントチャネルが起動されていません。

d. “jms2552”が同時に出力されている場合、イベントチャネルに蓄積可能なデータ数の上限を超えてメッセージを送信しようとした

可能性があります。

e. “jms2551”が同時に出力されている場合、イベントサービスのローカルトランザクションタイムアウトが発生しました。

［ユーザーの対処］

以下の対処を実施してください。

a. Interstageが正常に起動しているか確認してください。
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b. イベントチャネルの閉塞を解除してください。

c. イベントチャネルを起動してください。

d. イベントチャネルが存在するホストのシスログを確認して対処してください。

e. イベントサービスのローカルトランザクションのタイムアウト時間を見直してください。

問題が解決しない場合は、“Interstage Application Server メッセージ集”を参照して、シスログに本メッセージと同時に出力される“jms”
から始まるメッセージから原因を取り除いてください。

19.1.3.6 FSP_INTS-BAS_AP28407
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28407: The naming operation cannot begin: detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28407: ネーミング操作を開始できません: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

ネーミング操作の開始処理でエラーが発生しました。

［ユーザーの対処］

J2EEの環境設定が失敗している可能性があります。

詳細については、“Interstage Application Server J2EE ユーザーズガイド”の“JNDI”の“EJBを参照する場合の環境設定”の“クライアン

ト環境での環境設定”を参照してください。

また、エラー詳細(s*)にInterstage Application Serverのメッセージ番号が含まれる場合は、“Interstage Application Server メッセージ

集”を参照して、エラーコードの値から原因を取り除いてください。

19.1.3.7 FSP_INTS-BAS_AP28408
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28408: QueueConnectionFactory is not found: QueueConnectionFactory=s*, detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28408: QueueConnectionFactoryが見つかりません: QueueConnectionFactory=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*：QueueConnectionFactory名
t*：エラー詳細

［意味］

QueueConnectionFactory名(s*)に示すQueueConnectionFactoryが登録されていません。

以下の可能性があります。

a. QueueConnectionFactoryがJNDIに登録されていない。

b. 使用するORB(Object Request Broker)が正しく指定されていない。

c. 実行に必要な環境変数が設定されていない。

［ユーザーの対処］

以下の対処を実施してください。

a. Interstage管理コンソールの[Interstage Application Server] > [システム] > [リソース] > [JMS] > [ConnectionFactory] >
[QueueConnectionFactory] で、QueueConnectionFactoryがJNDIに登録されていることを確認し、再度処理を実行してください。

b. orb.propertiesファイルが存在しない可能性があります。“Interstage Application Server J2EE ユーザーズガイド”の“JMSアプリケー

ション運用マシンの環境設定”を参照して、orb.propertiesファイルを作成してください。

c. 実行時の環境変数に誤りがないか確認してください。

19.1.3.8 FSP_INTS-BAS_AP28409
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28409: The error occurred with lookup QueueConnectionFactory:
QueueConnectionFactory=s*, detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28409: QueueConnectionFactoryのlookupでエラーが発生しました:
QueueConnectionFactory=s*, 詳細=t*
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［可変情報］

s*：QueueConnectionFactory名
t*：エラー詳細

［意味］

QueueConnectionFactoryのlookup処理でエラーが発生しました。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(t*)で示される情報により以下の対処を行ってください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

jms1200 以下を確認してください。

・ 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性が

あります。実行時の環境変数に誤りがないか確認してください。

・ Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性があり

ます。Interstageが正常に起動しているか確認してください。

jmx500 セキュリティ強化が行われているため、実行しようとしたアプリケーショ

ンの実行権限がありません。root権限でアプリケーションを実行してくだ

さい。

Cannot instantiate class 実行に必要な環境変数の設定に誤りがある可能性があります。実行時

の環境変数に誤りがないか確認してください。

上記以外の場合 以下を確認してください。

・ Interstage管理コンソールの[Interstage Application Server] > [シス

テ ム ] > [ リ ソ ー ス ] > [JMS] > [ConnectionFactory] >
[QueueConnectionFactory] で 、 指 定 さ れ た

QueueConnectionFactoryがJNDIに登録されているか確認してくだ

さい。

・ Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性があり

ます。Interstageが正常に起動しているか確認してください。

・ 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性が

あります。実行時の環境変数に誤りがないか確認してください。

・ orb.propertiesファイルが存在しない可能性があります。“Interstage
Application Server J2EE ユーザーズガイド”の“JMSアプリケーショ

ン運用マシンの環境設定”を参照して、orb.propertiesファイルを作

成してください。

・ J2EEの環境設定が失敗している可能性があります。詳細について

は、“ Interstage Application Server J2EE ユーザーズガイド”

の“JNDI”の“EJBを参照する場合の環境設定”の“クライアント環境

での環境設定”を参照してください。

・ エラー詳細にInterstage Application Serverのメッセージ番号が含

まれる場合は、“Interstage Application Server メッセージ集”を参照

して、エラーコードの値から原因を取り除いてください。

問題が解決しない場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、

資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.3.9 FSP_INTS-BAS_AP28410
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28410: The error occurred with JMS operation: detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28410: JMSの操作でエラーが発生しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細
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［意味］

JMSの操作でエラーが発生しました。

［ユーザーの対処］

“Interstage Application Server メッセージ集”を参照して、エラー詳細(s*)に含まれるJMSのメッセージ番号から原因を取り除いてくださ

い。

19.1.3.10 FSP_INTS-BAS_AP28411
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28411: Destination is not found: Destination=s*, detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28411: Destinationが見つかりません: Destination=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*：Destination名
t*：エラー詳細

［意味］

Destinationが見つかりません。

［ユーザーの対処］

jmsinfodstコマンドを使用して、Destination名の定義情報を参照し、正しく登録されているかを確認してください。

登録されていない場合は、Destinationを作成後、再度処理を実行してください。

jmsinfodstコマンドの詳細については、“Interstage Application Server リファレンスマニュアル（コマンド編）”を参照してください。

19.1.3.11 FSP_INTS-BAS_AP28412
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28412: The error occurred with lookup Destination: Destination=s*, detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28412: Destinationのlookupでエラーが発生しました: Destination=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*：Destination名
t*：エラー詳細

［意味］

Destinationのlookup処理でエラーが発生しました。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(t*)で示される情報により以下の対処を行ってください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

jms1200 以下を確認してください。

・ 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性が

あります。実行時の環境変数に誤りがないか確認してください。

・ Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性があり

ます。Interstageが正常に起動しているか確認してください。

jmx500 セキュリティ強化が行われているため、実行しようとしたアプリケーショ

ンの実行権限がありません。rootでアプリケーションを実行してくださ

い。

jms6100 Destination登録時に指定したネーミングサービスが配置されている

Interstageが起動されていない可能性があります。Interstageが正常に

起動しているか確認してください。

問題が解決しない場合は、“Interstage Application Server メッセージ

集”を参照して、“jms6100”の対処を実施してください。

jms6101 Destinationに関連付けられたイベントチャネルが存在しません。

jmsinfodstコマンドを使用して、Destination名の定義情報を参照し、定

義内容が正しいか確認してください。または、表示されたイベントチャ

ネルが正しく作成されているか確認してください。
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エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

jmsinfodstコマンドの詳細については、“Interstage Application Server
リファレンスマニュアル（コマンド編）”を参照してください。

Cannot instantiate class 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性がありま

す。実行時の環境変数に誤りがないか確認してください。

上記以外の場合 以下を確認してください。

・ Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性があり

ます。Interstageが正常に起動しているか確認してください。

・ 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性が

あります。実行時の環境変数に誤りがないか確認してください。

・ orb.propertiesファイルが存在しない可能性があります。“Interstage
Application Server J2EE ユーザーズガイド”の“JMSアプリケーショ

ン運用マシンの環境設定”を参照して、orb.propertiesファイルを作

成してください。

・ エラー詳細にInterstage Application Serverのメッセージ番号が含

まれる場合は、“Interstage Application Server メッセージ集”を参照

して、エラーコードの値から原因を取り除いてください。

問題が解決しない場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、

資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.3.12 FSP_INTS-BAS_AP28413
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28413: The error occurred with the message conversion processing: detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28413: メッセージ変換処理でエラーが発生しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

メッセージの変換処理でエラーが発生しました。

［ユーザーの対処］

実行環境の設定に誤りがある可能性があります。実行環境の設定に誤りがないか確認してください。

エラー詳細(s*)に“FSP_INTS-BAS_AP”から始まるメッセージが出力されている場合、メッセージを確認して原因を取り除いてくださ

い。

19.1.3.13 FSP_INTS-BAS_AP28414
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28414: The error occurred with the object serialization or deserialization processing:
detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28414: オブジェクトのシリアライズ処理、またはデシリアライズ処理でエラーが発生しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

オブジェクトのシリアライズ処理、またはデシリアライズ処理で、異常が発生しました。

以下の可能性があります。

a. 実行環境のCLASSPATHに使用するクラスが設定されていない。

b. ユーザー定義型クラスが直列化可能な実装となっていない。

［ユーザーの対処］

以下の対処を行ってください。

a. 実行環境のCLASSPATHに使用するクラスが設定されているか確認してください。
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b. ユーザー定義型クラスが直列化可能な実装となっているか確認してください。

19.1.3.14 FSP_INTS-BAS_AP28415
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28415: The error occurred with the message reference from the queue: Destination=s*,
detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28415: キューからのメッセージ参照でエラーが発生しました: Destination=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*：Destination名
t*：エラー詳細

［意味］

キューからのメッセージ参照処理でエラーが発生しました。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(t*)で示される情報により以下の対処を行ってください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

jms1200 以下を確認してください。

・ 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性が

あります。実行時の環境変数に誤りがないか確認してください。

・ Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性があり

ます。Interstageが正常に起動しているか確認してください。

jms2112 “APFWQCF”の名前で登録されているQeueConnectionFactoryがグロー

バルトランザクション機能を使用する設定になっていないか確認してく

ださい。設定されている場合、グローバルトランザクション機能を使用し

ない設定に変更してください。

jms2560 イベントチャネルが起動されていません。イベントチャネルを起動してく

ださい。

jms2561 以下を確認してください。

・ アプリケーション実行中にイベントチャネルが再作成された可能性

があります。イベントチャネルを再作成した場合は、アプリケーショ

ンを再起動してください。

・ イベントチャネルが停止処理中の可能性があります。イベントチャ

ネルが停止処理中の場合は、停止後に起動してください。

問題が解決しない場合は、“Interstage Application Server メッセージ

集”を参照して、“jms2561”、“jms2563”の対処を確認してください。

jms2563

jms6100 ネットワークケーブルに物理的問題がある可能性があります。ネットワー

クの接続が正常であるか確認してください。

問題が解決しない場合は、“Interstage Application Server メッセージ

集”を参照して、“jms6100”の対処を確認してください。

上記以外の場合 以下を確認してください。

・ “Interstage Application Server メッセージ集”を参照して、“jms”か
ら始まるエラーコードの値から原因を取り除いてください。

・ Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性があり

ます。Interstageが正常に起動しているか確認してください。

・ イベントチャネルの起動状態を確認してください。イベントチャネル

が未起動である場合、起動してください。

・ 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性が

あります。“実行時の環境変数に誤りがないか確認してください。
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エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

・ イベントチャネルの作成方法に誤りがないか確認してください。

問題が解決しない場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、

資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.4 FSP_INTS-BAS_AP28500番台のメッセージ

19.1.4.1 FSP_INTS-BAS_AP28500
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28500: Log cannot be output: detail1=s*, detail2=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28500: ログを出力できません: 詳細1=s*, 詳細2=t*

［可変情報］

s*：エラー詳細

t*：システムログ(Windows(R)の場合はイベントログ)に出力しようとしていたメッセージ

［意味］

システムログ(Windows(R)の場合はイベントログ)を出力できません。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性があります。

“5.4 リソースユニットのチューニング”を参照し、実行時に必要な環境設定に誤りがないか確認してください。

なお、本メッセージはシステムログ(Windows(R)の場合はイベントログ)には出力されません。

19.1.4.2 FSP_INTS-BAS_AP28501
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28501: The log definition file is not found.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28501: ログ定義ファイルが見つかりません。

［意味］

システムログ(Windows(R)の場合はイベントログ)のログ定義ファイルが見つかりません。Interstage Job Workload Serverが正しくインス

トールされていない可能性があります。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

以下のファイルが存在するか確認してください。または、ファイルのアクセス権が正しく設定されているか確認してください。ファイルに

問題がある場合は、Interstage Job Workload Serverを再インストールしてください。

ファイル格納場所：[Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ]\BAS\etc\JavaBatch\system\logconfSys_jbatch.xml

ファイル格納場所：/opt/FJSVibs/etc/JavaBatch/system/logconfSys_jbatch.xml
アクセス権：0644

19.1.4.3 FSP_INTS-BAS_AP28502
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28502: The mistake is found in the content of the log definition file.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28502: ログ定義ファイルの内容に誤りがあります。

［意味］

システムログ(Windows(R)の場合はイベントログ)のログ定義ファイルの内容に誤りがあります。Interstage Job Workload Serverが正しく

インストールされていない可能性があります。
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［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

Interstage Job Workload Serverを再インストールしてください。

19.1.4.4 FSP_INTS-BAS_AP28503
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28503: It failed in the output execution log: Unit=s*, Correlation ID=t*, file=u*,
detail=v*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28503: 実行ログの出力に失敗しました: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*, ファイル名=u*, 詳細

=v*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：ファイル名

v*：エラー詳細

［意味］

実行ログの出力処理で、エラーが発生しました。

［システムの処理］

実行ログの退避先ディレクトリが指定されている場合は、退避先ディレクトリに出力します。

指定されていない場合は、標準出力に出力します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(v*)を確認して以下に示す対処を行ってください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

java.io.IOException 入出力エラーが発生しました。(u*)に示すファイルが書き込み可能な

状態か確認してください。

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。メモリ不足の解消および不

要なアプリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料

を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.4.5 FSP_INTS-BAS_AP28504
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28504: Application execution information on the execution log exceeded the
maximum length: Unit=s*, Correlation ID=t*, max=u*

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28504: 実行ログのアプリケーション実行情報が 大長を超えました: リソースユニット名=s*, コリレーション

ID=t*, 大長=u*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：設定されている 大長

［意味］

実行ログのアプリケーション実行情報が 大長(u*)を超えました。

［システムの処理］

大長を超える行については、記録しません。なお、アクティビティでの実行ログへの出力合計が 大長を超えた場合は、そのアクティ

ビティの実行ログは出力されません。また、それ以降のアクティビティの実行ログについても出力されません。

19.1.4.6 FSP_INTS-BAS_AP28505
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28505: The log definition file of operation log is not found.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28505: オペレーションログのログ定義ファイルが見つかりません。
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［意味］

オペレーションログのログ定義ファイルが見つかりません。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

以下のファイルが存在するか確認してください。または、ファイルのアクセス権が正しく設定されているか確認してください。ファイルに

問題がある場合は、Interstage Job Workload Serverを再インストールしてください。

ファイル格納場所：[Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ] \BAS\etc\JavaBatch\system\opelogConf.xml

ファイル格納場所：/opt/FJSVibs/etc/JavaBatch/system/opelogConf.xml
アクセス権：0644

19.1.4.7 FSP_INTS-BAS_AP28506
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28506: The mistake is found in the content of the log definition file of operation log.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28506: オペレーションログのログ定義ファイルの内容に誤りがあります。

［意味］

オペレーションログのログ定義ファイルの内容に誤りがあります。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

以下のファイルの内容に問題があるか確認してください。ファイルに問題がある場合は、Interstage Job Workload Serverを再インストー

ルしてください。

ファイル格納場所：[Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ] \BAS\etc\JavaBatch\system\opelogConf.xml

ファイル格納場所：/opt/FJSVibs/etc/JavaBatch/system/opelogConf.xml

19.1.4.8 FSP_INTS-BAS_AP28507
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28507: It failed in the backup execution log: Unit=s*, Correlation ID=t*, file=u*,
detail=v*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28507: 退避先への実行ログの出力に失敗しました: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*, ファイル名

=u*, 詳細=v*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：ファイル名

v*：エラー詳細

［意味］

実行ログの退避先への出力処理で、エラーが発生しました。

［システムの処理］

実行ログは標準出力に出力します。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(v*)を確認して以下に示す対処を行ってください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

java.io.IOException 入出力エラーが発生しました。(u*)に示すファイルが書き込み可能な

状態か確認してください。
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エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。

メモリ不足の解消および不要なアプリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料

を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.4.9 FSP_INTS-BAS_AP28508
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28508: The output file name of the execution log overlaps: Unit=s*, Correlation ID=t*,
file=u*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28508: 実行ログの出力ファイル名が重複しています: リソースユニット=s*, コリレーションID=t*, ファ

イル名=u*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：コリレーションID
u*：ファイル名

［意味］

実行ログの出力ファイル名が重複しているため、出力できません。

［システムの処理］

実行ログの退避先ディレクトリが指定されている場合は、退避先ディレクトリに出力します。

指定されていない場合は、標準出力に出力します。

［ユーザーの対処］

実行ログの出力先ディレクトリを確認し、不要な実行ログを削除してください。

また、実行ログの運用方法を見直してください。

19.1.4.10 FSP_INTS-BAS_AP28550
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28550: It failed in the acquisition of the definition file: detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28550: 定義ファイルの取得に失敗しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

定義ファイルの取得に失敗しました。

［システムの処理］

処理を中止します。

［ユーザーの対処］

定義ファイルAPS_free.xmlが存在するか確認してください。ファイルに問題がある場合は、“13.1.2.2 フロー実行環境の作成”を確認し

て、定義ファイルを修正してください。

ファイル格納場所：

[Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリ] \BAS\etc\JavaBatch\def\APS_free.xml

ファイル格納場所：

/opt/FJSVibs/etc/JavaBatch/def/APS_free.xml

19.1.5 FSP_INTS-BAS_AP28600番台のメッセージ

19.1.5.1 FSP_INTS-BAS_AP28601
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28601: An error occurred while operating flow definitions. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28601: フロー定義の操作に異常が発生しました: 詳細=s*
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［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

フロー定義の操作に異常が発生しました

［ユーザーの対処］

ファイルI/O処理などでエラーが発生した可能性があります。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.5.2 FSP_INTS-BAS_AP28602
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28602: Specify the absolute path.: flow definition file=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28602: 絶対パスを指定してください: フロー定義ファイル名=s*

［可変情報］

s*：指定されたパス

［意味］

指定されたパスは絶対パスではありません。

［ユーザーの対処］

フロー定義ファイルの絶対パスを指定してください。

19.1.5.3 FSP_INTS-BAS_AP28603
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28603: Specify the flow definition file.: flow definition file=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28603: フロー定義ファイルを指定してください: フロー定義ファイル名=s*

［可変情報］

s*：指定されたパス

［意味］

指定されたパスはフロー定義ファイルのパスではありません。

［ユーザーの対処］

フロー定義ファイルを指定してください。

19.1.5.4 FSP_INTS-BAS_AP28604
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28604: Specify the existing absolute directory path.: directory name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28604: 存在するディレクトリの絶対パスを指定してください: ディレクトリ名=s*

［可変情報］

s*：指定されたパス

［意味］

指定されたディレクトリが存在しないか、ディレクトリではありません。

［ユーザーの対処］

フロー定義ファイルが存在するディレクトリの絶対パスを指定してください。

19.1.5.5 FSP_INTS-BAS_AP28605
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28605: Specify the directory in which the flow definition file exists. : directory name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28605: フロー定義ファイルが存在するディレクトリを指定してください: ディレクトリ名=s*

［可変情報］

s*：指定されたパス

［意味］

指定されたディレクトリにフロー定義ファイルが存在しません。

［ユーザーの対処］

フロー定義ファイルが存在するディレクトリを指定してください。
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19.1.5.6 FSP_INTS-BAS_AP28606
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28606: The flow definition does not exist.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28606: フロー定義は登録されていません

［意味］

表示するフロー定義は存在しません。

［ユーザーの対処］

リソースユニット名またはフロー定義名を指定した場合は、正しい文字列を指定してください。リソースユニット名およびフロー定義名を

指定していない場合は、apfwregflowコマンドを実行してフロー定義を登録してください。

19.1.5.7 FSP_INTS-BAS_AP28607
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28607: Failed to communicate with BatchManager. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28607: バッチマネージャーとの通信に失敗しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

s*の原因により、バッチマネージャーとの通信に失敗しました。

［ユーザーの対処］

エラー詳細を確認して以下に示す対処を行ってください。

エラー詳細に含まれる

メッセージ番号

対処方法

28000 ～ 28099 “19.1.1 FSP_INTS-BAS_AP28000番台のメッセージ”を参照し、該当

するメッセージの[ユーザーの対処]を確認してください。

28200 ～ 28299 “19.1.2 FSP_INTS-BAS_AP28200番台のメッセージ”を参照し、該当

するメッセージの[ユーザーの対処]を確認してください。

28400 ～ 28499 “19.1.3 FSP_INTS-BAS_AP28400番台のメッセージ”を参照し、該当

するメッセージの[ユーザーの対処]を確認してください。

28500 ～ 28599 “19.1.4 FSP_INTS-BAS_AP28500番台のメッセージ”を参照し、該当

するメッセージの[ユーザーの対処]を確認してください。

上記以外の場合 “18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術

員に連絡してください。

19.1.5.8 FSP_INTS-BAS_AP28608
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28608: Failed to process Enterprise Bean definition. : ResourceUnit name=s*: detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28608: Enterprise Bean定義ファイルの処理に失敗しました: リソースユニット名=s*: 詳細=t*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*：エラー詳細

［意味］

ファイルI/Oエラーもしくはディスク容量の不足により、Enterprise Bean定義ファイルの処理に失敗しました。

［ユーザーの対処］

s*およびt*のメッセージを参考にして、以下のいずれかの対処を行ってください。

・ ファイルI/Oエラーの対処

・ ディスク容量不足の対処
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上記の対応でエラーの解決ができない場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してく

ださい。

19.1.5.9 FSP_INTS-BAS_AP28609
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28609: Unexpected error occurred. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28609: 予期しないエラーが発生しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

コマンドの実行を中断するエラーが発生しました。

［ユーザーの対処］

エラー詳細(s*)を確認して以下に示す対処を行ってください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

java.lang.NoClassDefFoundError 実行に必要なアプリケーションの環境設定に誤りがある可能性があ

ります。

“5.4 リソースユニットのチューニング”を参照し、実行時に必要な環

境設定に誤りがないか確認してください。

java.lang.UnsatisfiedLinkError

org.omg.CORBA.UNKNOWN Interstage、または、CORBAサービスが停止している可能性がありま

す。Interstageが正常に起動しているか確認してください。

上記以外の場合 メモリ不足が発生した可能性があります。

メモリ不足の解消および不要なアプリケーションを終了してください。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料

を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.5.10 FSP_INTS-BAS_AP28610
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28610: An invalid ResourceUnit name is specified.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28610: リソースユニット名の指定に誤りがあります

［意味］

リソースユニット名に不当な文字が指定されています。

［ユーザーの対処］

“C.3 リソースユニット名の規約”を参照し、正しいリソースユニット名を指定してください。

19.1.5.11 FSP_INTS-BAS_AP28611
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28611: Failed to acquire the flow information. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28611: フロー情報の取得に失敗しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

フロー情報の取得に失敗しました。

［ユーザーの対処］

FSP_INTS-BAS_AP28607の“［ユーザーの対処］”を参照して、エラー詳細に対応する対処を行ってください。対処後、再度処理を実

行してください。

19.1.5.12 FSP_INTS-BAS_AP28612
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28612: Failed to acquire the ResourceUnit information. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28612: リソースユニット情報の取得に失敗しました: 詳細=s*
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［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

リソースユニット情報の取得に失敗しました。

［ユーザーの対処］

FSP_INTS-BAS_AP28607の“［ユーザーの対処］”を参照して、エラー詳細に対応する対処を行ってください。対処後、再度処理を実

行してください。

19.1.5.13 FSP_INTS-BAS_AP28613
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28613: The ResourceUnit was added to a ResourceGroup.: ResourceUnit name=s*,
ResourceGroup name=t*

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28613: リソースユニットをリソースグループに追加しました: リソースユニット名=s*, リソースグループ名

=t*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*: リソースグループ名

［意味］

リソースユニットをリソースグループに追加しました。

19.1.5.14 FSP_INTS-BAS_AP28614
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28614: The ResourceUnit was deleted from a ResourceGroup.: ResourceUnit name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28614: リソースユニットをリソースグループから削除しました: リソースユニット名=s*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

［意味］

リソースユニットをリソースグループから削除しました。

19.1.5.15 FSP_INTS-BAS_AP28615
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28615: The ResourceUnit has already belong to a ResourceGroup.: ResourceUnit
name=s*, ResourceGroup name=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28615: リソースユニットは、すでにリソースグループに属しています: リソースユニット名=s*, リソー

スグループ名=t*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

t*: リソースグループ名

［意味］

リソースユニットは、すでに別のリソースグループに属しています。

［ユーザーの対処］

リソースグループに属していないリソースユニットを指定してください。

19.1.5.16 FSP_INTS-BAS_AP28616
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28616: The ResourceUnit does not belong to any ResourceGroup.: ResourceUnit
name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28616: リソースユニットは、リソースグループに属していません: リソースユニット名=s*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

［意味］

指定したリソースユニットはリソースグループに属していません。
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［ユーザーの対処］

リソースユニット名が誤っていないか確認してください。

19.1.5.17 FSP_INTS-BAS_AP28617
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28617: The ResourceGroup information was updated.

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28617: リソースグループ情報を更新しました

［意味］

リソースグループ情報を更新しました。更新したリソースグループ情報にしたがって、フローの分散実行機能が動作します。

19.1.5.18 FSP_INTS-BAS_AP28618
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28618: The specified ResourceGroup does not exist.: ResourceGroup name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28618: 指定されたリソースグループは存在しません: リソースグループ名=s*

［可変情報］

s*：リソースグループ名

［意味］

指定したリソースグループは存在しません。

［ユーザーの対処］

リソースグループ名が誤っていないか確認してください。

19.1.5.19 FSP_INTS-BAS_AP28619
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28619: The ResourceGroup information cannot be updated.: detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28619: リソースグループ情報を更新できませんでした: 詳細=s*

［可変情報］

s*：詳細情報

［意味］

リソースグループ情報を更新できませんでした。

［ユーザーの対処］

s*に示す詳細情報のメッセージの対処を実施してください。

19.1.5.20 FSP_INTS-BAS_AP28620
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28620: Failed to create the ResourceUnit. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28620: リソースユニットの作成に失敗しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

リソースユニットの作成において、エラー詳細(s*)に示すエラーが発生しました。

［ユーザーの対処］

エラー詳細を確認して以下に示す対処を行ってください。対処後、再度処理を実行してください。

エラー詳細に含まれる文字列 対処方法

リソースユニット“リソースユニット名”はす

でに存在します

すでに存在するリソースユニットを作成しようとしました。

存在しないリソースユニット名を指定して、リソースユニットを作成して

ください。

上記以外の場合 ファイルI/O処理などでエラーが発生した可能性があります。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料

を採取した後、技術員に連絡してください。
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19.1.5.21 FSP_INTS-BAS_AP28621
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28621: Failed to delete the ResourceUnit. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28621: リソースユニットの削除に失敗しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

リソースユニットの削除において、エラー詳細(s*)に示すエラーが発生しました。

［ユーザーの対処］

ファイルI/O処理などでエラーが発生した可能性があります。

頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.5.22 FSP_INTS-BAS_AP28622
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28622: The installation directory could not be acquired.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28622: Interstage Job Workload Serverのインストール先の取得に失敗しました

［意味］

Interstage Job Workload Serverのインストールディレクトリを取得できませんでした。

［ユーザーの対処］

以下のいずれかの対処を行ってください。

・ Interstage Job Workload Serverをインストールしたディスクの空き領域が存在しない場合は、“3.1.3 運用時に必要なディスク容量”

に示す空き領域を確保してください。

・ 上記以外の場合は、環境が壊れている可能性があります。Interstage Job Workload Serverを再インストールしてください。

19.1.5.23 FSP_INTS-BAS_AP28623
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28623: No authority to operate the flow. : Correlation ID=s*, user name=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28623: 指定されたフローを操作する権限がありません: コリレーションID=s*, ユーザー名=t*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：ユーザー名

［意味］

ユーザー名(t*)のユーザーには、コリレーションID(s*)のフローを操作する権限がありません。

［ユーザーの対処］

操作する権限があるフローをapfwinfoflowコマンドで確認し、再度コマンドを実行してください。

19.1.5.24 FSP_INTS-BAS_AP28624
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28624: The flow that has the specified correlation ID does not exist. : Correlation ID=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28624: 指定されたフローは存在しません: コリレーションID=s*

［可変情報］

s*：コリレーションID

［意味］

コリレーションID(s*)のフローは存在しません。

［ユーザーの対処］

存在するフローのコリレーションIDをapfwinfoflowコマンドで確認し、再度コマンドを実行してください。

19.1.5.25 FSP_INTS-BAS_AP28625
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28625: No displayable flow exists. : flow name=s*, user name=t*, ResourceUnit
name=u*
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FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28625: 表示可能なフローは存在しません: フロー名=s*, ユーザー名=t*, リソースユニット名=u*

［可変情報］

s*：フロー名

t*：ユーザー名

u*：リソースユニット名

［意味］

指定された条件に合う、表示可能なフローはありません。

［ユーザーの対処］

以下を確認し、再度コマンドを実行してください。

・ nオプションを指定した場合、その内容が(s*)に表示されます。(s*)の内容が正しいことを確認してください。

・ uオプションを指定した場合、その内容が(t*)に表示されます。(t*)の内容が正しいことを確認してください。

・ runitオプションを指定した場合、その内容が(u*)に表示されます。(u*)の内容が正しいことを確認してください。

・ どのオプションも指定しなかった場合、対処の必要はありません。

19.1.5.26 FSP_INTS-BAS_AP28626
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28626: No displayable flow exists.: flow name=s*, user name=t*, ResourceUnit
name=u*, ResourceGroup name=v*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28626: 表示可能なフローは存在しません: フロー名=s*, ユーザー名=t*, リソースユニット名=u*,リ
ソースグループ名=v*

［可変情報］

s*：フロー名

t*：ユーザー名

u*：リソースユニット名

v*：リソースグループ名

［意味］

指定された条件に合う、表示可能なフローはありません。

［ユーザーの対処］

以下を確認し、再度コマンドを実行してください。

・ nオプションを指定した場合、その内容が(s*)に表示されます。(s*)の内容が正しいことを確認してください。

・ uオプションを指定した場合、その内容が(t*)に表示されます。(t*)の内容が正しいことを確認してください。

・ rgroupオプションを指定した場合、その内容が(v*)に表示されます。(v*)の内容が正しいことを確認してください。

19.1.5.27 FSP_INTS-BAS_AP28628
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28628: An active flow exists in the ResourceUnit. : ResourceUnit name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28628:実行中のフローが存在したため、リソースユニットを停止できませんでした: リソースユニット名

=s*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

［意味］

-tオプションを指定しない場合：実行中のフローが存在するため、リソースユニットs*を通常停止できません。

-tオプションを指定した場合：制限時間を経過しても実行中のフローが存在するので、リソースユニットs*を通常停止できません。

［ユーザーの対処］

フローの実行が終了するまで待ち、再度コマンドを実行してください。

直ちに停止する場合は、-cオプションを指定して再度コマンドを実行してください。リソースユニットは強制停止します。
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19.1.5.28 FSP_INTS-BAS_AP28631
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28631: Failed to stop the BatchManager. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28631: バッチマネージャーの停止に失敗しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

バッチマネージャーの停止に失敗しました。

［ユーザーの対処］

FSP_INTS-BAS_AP28607の“［ユーザーの対処］”を参照して、エラー詳細に対応する対処を行ってください。対処後、再度処理を実

行してください。

19.1.5.29 FSP_INTS-BAS_AP28632
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28632: The BatchManager has already been stopped.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28632: バッチマネージャーはすでに停止しています

［意味］

バッチマネージャーはすでに停止しています。

19.1.5.30 FSP_INTS-BAS_AP28634
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28634: No authority to execute this command. : user name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28634: コマンドを実行する権限がありません: ユーザー名=s*

［可変情報］

s*：コマンド実行ユーザー名

［意味］

コマンド実行ユーザー(s*)はコマンドを実行する権限がないか、コマンドのオプションを指定する権限がありません。

［ユーザーの対処］

“第16章 コマンドリファレンス”を参照し、コマンドの実行可能ユーザーを確認してください。

19.1.5.31 FSP_INTS-BAS_AP28635
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28635: Failed to stop the BatchManager because a flow existed.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28635: フローが存在したため、バッチマネージャーを停止できませんでした

［意味］

-tオプションを指定しない場合：フローが存在するため、バッチマネージャーを通常停止できません。

-tオプションを指定した場合：制限時間を経過してもフローが存在するので、バッチマネージャーを通常停止できません。

［ユーザーの対処］

以下の対処をした後、再度コマンドを実行してください。

・ 実行中のフローが終了するまで待ちます。

・ キャンセル中のフローがキャンセルされるまで待ちます。

・ 異常終了、タイムアウトによる終了、キャンセルによる終了、および強制停止による終了のフローについて、以下のどちらかの方法

で処理してください。

－ apfwsubflowコマンドで再実行します。

－ apfwrmflowコマンドで削除します。

直ちに停止する場合は、-cオプションを指定して再度コマンドを実行してください。バッチマネージャーは強制停止します。

19.1.5.32 FSP_INTS-BAS_AP28636
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28636: Accepted the cancellation of flow. : Correlation ID=s*
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FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28636: フローのキャンセルを受け付けました: コリレーションID=s*

［可変情報］

s*：コリレーションID

［意味］

バッチマネージャーがフローのキャンセルを受け付けました。

19.1.5.33 FSP_INTS-BAS_AP28637
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28637: Not possible to cancel while not executing the flow. : Correlation ID=s*, status=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28637: 指定されたフローは実行中ではなかったため、キャンセルできませんでした: コリレーションID=s*,
状態=t*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：フローの状態

［意味］

指定されたフローが実行中でないため、キャンセルできません。

フローの状態については、コマンドリファレンスの“16.4 apfwinfoflow”を参照してください。

［ユーザーの対処］

実行中のフロー以外はキャンセルできません。フローの状態をapfwinfoflowコマンドで確認してください。対処後、再度コマンドを実行

してください。

19.1.5.34 FSP_INTS-BAS_AP28638
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28638: The flow was deleted. : Correlation ID=s*

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28638: フローを削除しました: コリレーションID=s*

［可変情報］

s*：コリレーションID

［意味］

s*で指定されたフローを削除しました。

19.1.5.35 FSP_INTS-BAS_AP28639
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28639: Not possible to delete while executing the flow. : Correlation ID=s*, status=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28639: 指定されたフローは処理中のため、削除できませんでした: コリレーションID=s*, 状態=t*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：フローの状態

［意味］

s*で指定されたフローが実行中またはキャンセル中であるため、削除できません。

フローの状態については、コマンドリファレンスの“16.4 apfwinfoflow”を参照してください。

［ユーザーの対処］

実行中およびキャンセル中のフローは削除できません。フローの状態をapfwinfoflowコマンドで確認してください。対処後、再度コマ

ンドを実行してください。

19.1.5.36 FSP_INTS-BAS_AP28642
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28642: No ResourceUnit exists.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28642: リソースユニットは存在しません

［意味］

リソースユニットは存在しません。
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［ユーザーの対処］

apfwrmunitコマンドを実行した場合：対処の必要はありません。

apfwrmunitコマンド以外を実行した場合：apfwmkunitコマンドを実行し、リソースユニットを作成してください。対処後、再度コマンドを

実行してください。

19.1.5.37 FSP_INTS-BAS_AP28643
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28643: Succeeded in updating the flow definition.

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28643: すべてのフロー定義を更新しました

［意味］

すべてのフロー定義を更新しました。

19.1.5.38 FSP_INTS-BAS_AP28644
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28644: Reloaded the flow definition. : flow definition name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28644: 指定されたフロー定義を更新しました: フロー定義名=s*

［可変情報］

s*：フロー定義名

［意味］

s*で指定されたフロー定義を更新しました。

19.1.5.39 FSP_INTS-BAS_AP28645
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28645: Failed to reload the flow definition. : flow definition name=s*, detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28645: 指定されたフロー定義の更新に失敗しました: フロー定義名=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*：フロー定義名

t*：エラー詳細

［意味］

s*で指定されたフロー定義の更新に失敗しました。

［ユーザーの対処］

FSP_INTS-BAS_AP28607の“［ユーザーの対処］”を参照して、エラー詳細に対応する対処を行ってください。対処後、再度処理を実

行してください。

19.1.5.40 FSP_INTS-BAS_AP28646
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28646: The ResourceUnit does not exist. : ResourceUnit name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28646: 指定されたリソースユニットは存在しません: リソースユニット名=s*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

［意味］

s*で指定されたリソースユニットは存在しません。

［ユーザーの対処］

指定したリソースユニット名が正しいことを確認してください。そのリソースユニットを作成する必要がある場合は、apfwmkunitコマンドを

実行してください。

19.1.5.41 FSP_INTS-BAS_AP28647
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28647: The ResourceGroup does not have any ResourceUnit. : ResourceGroup
name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28647: 指定されたリソースグループにリソースユニットは存在しません: リソースグループ名=s*
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［可変情報］

s*：リソースグループ名

［意味］

s*で指定されたリソースグループに属するリソースユニットは存在しません。

［ユーザーの対処］

指定したリソースグループ名が正しいことを確認してください。

19.1.5.42 FSP_INTS-BAS_AP28651
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28651: The distributed processing mode of the ResourceGroup was changed.:
ResourceGroup name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28651: リソースグループの分散実行方式を変更しました: リソースグループ名=s*

［可変情報］

s*：リソースグループ名

［意味］

リソースグループの分散実行方式を変更しました。

19.1.5.43 FSP_INTS-BAS_AP28652
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28652: The distributed processing mode of the ResourceGroup has already been set.:
ResourceGroup name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28652: 指定されたリソースグループの分散実行方式はすでに設定されています: リソースグループ名

=s*

［可変情報］

s*：リソースグループ名

［意味］

指定されたリソースグループの分散実行方式はすでに設定されています。

［ユーザーの対処］

分散実行方式の指定値に誤りがないか確認してください。

19.1.5.44 FSP_INTS-BAS_AP28654
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28654: BatchManager does not exist.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28654: バッチマネージャーが存在しません

［意味］

バッチマネージャーが存在しないため、処理を実行できません。

［ユーザーの対処］

apfwrmmngrコマンドを実行した場合：対処の必要はありません。

apfwrmmngrコマンド以外を実行した場合：apfwmkmngrコマンドでバッチマネージャーを作成してください。対処後、再度コマンドまた

はフロー起動APIを実行してください。

19.1.5.45 FSP_INTS-BAS_AP28655
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28655: BatchManager does not be started.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28655: バッチマネージャーが起動していません

［意味］

バッチマネージャーが起動していないため、処理を実行できません。

［ユーザーの対処］

apfwstopmngrコマンドを実行した場合：対処の必要はありません。

apfwstopmngrコマンド以外を実行した場合：apfwstartmngrコマンドでバッチマネージャーを起動してください。対処後、再度コマンドま

たはフロー起動APIを実行してください。
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バッチマネージャーが起動しているにもかかわらず、このメッセージが出力された場合は、サーバに過度の負荷がかかる状態になって

いないか確認してください。

19.1.5.46 FSP_INTS-BAS_AP28656
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28656: Failed to delete the flow. : Correlation ID=s*, detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28656: 指定されたフローの削除に失敗しました: コリレーションID=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*：コリレーションID
t*：エラー詳細

［意味］

指定されたフローの削除に失敗しました。

［ユーザーの対処］

FSP_INTS-BAS_AP28607の“［ユーザーの対処］”を参照して、エラー詳細に対応する対処を行ってください。対処後、再度処理を実

行してください。

19.1.5.47 FSP_INTS-BAS_AP28657
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28657: Failed to reload all flow definitions: detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28657: フロー定義の更新に失敗しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*：エラー詳細

［意味］

s*の理由によって、フロー定義を更新することができませんでした。

［ユーザーの対処］

FSP_INTS-BAS_AP28607の“［ユーザーの対処］”を参照して、エラー詳細に対応する対処を行ってください。対処後、再度処理を実

行してください。

19.1.5.48 FSP_INTS-BAS_AP28658
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28658: The BatchManager's flow receipt does not start.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28658: バッチマネージャーのフロー受付が停止しています

［意味］

バッチマネージャーのフロー受付が停止しています。

［ユーザーの対処］

バッチマネージャーのフロー受付の状態を確認し、apfwopenmngrコマンドでフロー受付を開始してください。

19.1.5.49 FSP_INTS-BAS_AP28660
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28660: The flow definition that uses the file management function cannot be
registered. : flow definition file name='s*'

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28660: ファイル管理機能を使用するフロー定義は登録できません: フロー定義ファイル名='s*'

［可変情報］

s* : フロー定義ファイル名

［意味］

s*で示すフロー定義ファイルはファイル管理機能を使用しているため、登録できません。

［ユーザーの対処］

Interstage以外でバッチ実行基盤(Java)を使用する場合には、ファイル管理機能を利用することができません。フロー定義から資源定

義を削除して、再度登録してください。
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19.1.5.50 FSP_INTS-BAS_AP28661
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28661: The ResourceUnit was opened.: ResourceUnit name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28661: リソースユニットを閉塞解除しました: リソースユニット名=s*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

［意味］

リソースユニットを閉塞解除しました。

19.1.5.51 FSP_INTS-BAS_AP28662
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28662: The ResourceUnit was closed.: ResourceUnit name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28662: リソースユニットを閉塞しました: リソースユニット名=s*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

［意味］

リソースユニットを閉塞しました。

19.1.5.52 FSP_INTS-BAS_AP28663
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28663: The ResourceUnit has already been closed.: ResourceUnit name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28663: リソースユニットはすでに閉塞しています: リソースユニット名=s*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

［意味］

リソースユニットはすでに閉塞しています。

［ユーザーの対処］

閉塞していないリソースユニットを指定してください。

19.1.5.53 FSP_INTS-BAS_AP28664
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28664: The ResourceGroup was opened.: ResourceGroup name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28664: リソースグループを閉塞解除しました: リソースグループ名=s*

［可変情報］

s*：リソースグループ名

［意味］

リソースグループを閉塞解除しました。

19.1.5.54 FSP_INTS-BAS_AP28665
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28665: The ResourceGroup was closed.: ResourceGroup name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28665: リソースグループを閉塞しました: リソースグループ名=s*

［可変情報］

s*：リソースグループ名

［意味］

リソースグループを閉塞しました。

19.1.5.55 FSP_INTS-BAS_AP28666
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28666: The ResourceGroup has already been closed.: ResourceGroup name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28666: リソースグループはすでに閉塞しています: リソースグループ名=s*
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［可変情報］

s*：リソースグループ名

［意味］

リソースグループはすでに閉塞しています。

［ユーザーの対処］

閉塞していないリソースグループを指定してください。

19.1.5.56 FSP_INTS-BAS_AP28667
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28667: The ResourceUnit has already been opend.: ResourceUnit name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28667: リソースユニットはすでに閉塞解除されています: リソースユニット名=s*

［可変情報］

s*：リソースユニット名

［意味］

リソースユニットはすでに閉塞解除されています。

［ユーザーの対処］

閉塞していないリソースユニットを指定してください。

19.1.5.57 FSP_INTS-BAS_AP28668
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28667: The ResourceGroup has already been opend.: ResourceGroup name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28667: リソースグループはすでに閉塞解除されています: リソースグループ名=s*

［可変情報］

s*：リソースグループ名

［意味］

リソースグループはすでに閉塞解除されています。

［ユーザーの対処］

閉塞していないリソースグループを指定してください。

19.1.5.58 FSP_INTS-BAS_AP28669
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28669: No ResourceGroup exists.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28669: リソースグループは存在しません

［意味］

リソースグループが存在しません。

［ユーザーの対処］

リソースグループを作成してからコマンドを実行してください。

19.1.5.59 FSP_INTS-BAS_AP28671
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28671: The specified parameter is null. : parameter=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28671:パラメーターにnullが指定されています: パラメーター名: s*

［可変情報］

s*：パラメーター名

［意味］

パラメーターs*にnullが指定されました。

［ユーザーの対処］

パラメーターにnullを指定しないよう、アプリケーションを修正してください。
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19.1.5.60 FSP_INTS-BAS_AP28672
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28672: The specified parameter is unsupported type. :  parameter=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28672: パラメーターにサポートされない型が指定されています: パラメーター名=s*

［可変情報］

s*：パラメーター名

［意味］

executeメソッドのパラメーターにサポートされない型が指定されました。

正しい型を指定してください。パラメーターの詳細については、“第17章 APIリファレンス”を参照してください。

［ユーザーの対処］

executeメソッドのパラメーターに正しい型を指定するようにアプリケーションを修正してください。

19.1.5.61 FSP_INTS-BAS_AP28673
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28673: The object has already closed.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28673: クローズされたオブジェクトで操作を実行しました

［意味］

オブジェクトはすでにクローズされています。

［ユーザーの対処］

javax.resource.cci.Connection、javax.resource.cci.Interaction において、クローズされたオブジェクトに対して操作をおこなわないよう、

アプリケーションを修正してください。

19.1.5.62 FSP_INTS-BAS_AP28674
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28674: This operation is not supported.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28674: この操作は未サポートです

［意味］

本製品では、実行された操作は未サポートです。

［ユーザーの対処］

未サポートの操作を実行しないよう、アプリケーションを修正してください。

19.1.5.63 FSP_INTS-BAS_AP28675
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28675: The specified InteractionSpec is unsupported value. :  s*=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28675: InteractionSpecに指定された値が誤っています: s*=t*

［可変情報］

s*：パラメーター名

t*：プロパティ名

［意味］

InteractionSpecにサポートされない値が指定されました。

［ユーザーの対処］

InteractionSpecにサポートされない値を指定しないよう、アプリケーションを修正してください。

19.1.5.64 FSP_INTS-BAS_AP28676
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28676: The transaction does not begin.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28676: トランザクションは開始していません

［意味］

トランザクションが開始されていません。
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［ユーザーの対処］

javax.resouce.cci.LocalTransactionにおいて、トランザクションが開始されていない状態で、コミットまたはロールバックの操作をおこなっ

ていないか、アプリケーションを確認してください。

19.1.5.65 FSP_INTS-BAS_AP28677
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28677: The transaction has already begun.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28677: トランザクションはすでに開始しています

［意味］

トランザクションはすでに開始しています。

［ユーザーの対処］

javax.resouce.cci.LocalTransactionにおいて、トランザクションがすでに開始されている状態で、再度トランザクションの開始の操作をお

こなっていないか、アプリケーションを確認してください。

19.1.5.66 FSP_INTS-BAS_AP28678
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28678: The specified key of business data is invalid. : key=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28678: 業務データに誤ったキーが指定されています: キー=s*

［可変情報］

s*：キー

［意味］

フロー実行時に入力Recordとして指定したjavax.resource.cci.MappedRecordのキーに誤った値が指定されました。

［ユーザーの対処］

フロー実行時に入力Recordとして指定したMappedRecordのキーに誤った値を指定しないように、アプリケーションを修正してください。

19.1.5.67 FSP_INTS-BAS_AP28679
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28679: The specified key of business data is null or length 0.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28679: 業務データにnullまたは長さ0のキーが指定されています

［意味］

フロー実行時に入力Recordとして指定したjavax.resource.cci.MappedRecordにnullまたは長さ0のキーが指定されました。

［ユーザーの対処］

フロー実行時に入力Recordとして指定したMappedRecordに、nullまたは長さ0のキーを指定しないように、アプリケーションを修正して

ください。

19.1.5.68 FSP_INTS-BAS_AP28680
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28680: An unsupported type is specified for the key of business data. : specified type=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28680: 業務データのキーにサポートされない型が指定されています: 指定されている型=s*

［可変情報］

s*：指定されている型

［意味］

フロー実行時に入力Recordとして指定したjavax.resource.cci.MappedRecordのキーにString以外の型のオブジェクトが指定されました。

［ユーザーの対処］

フロー実行時に入力Recordとして指定したMappedRecordのキーにString以外の型のオブジェクトを指定しないように、アプリケーショ

ンを修正してください。

「指定されている型」に出力する文字列については、Java Platform Standard EditionのAPI 仕様のjava.lang.ClassのgetName()を参照し

てください。
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19.1.5.69 FSP_INTS-BAS_AP28681
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28681: An unsupported type is specified for the value of business data. : key=s*,
specified type=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28681: 業務データの値にサポートされない型が指定されています: キー=s*, 指定されている型=t*

［可変情報］

s*：キー名

t*：指定されている型

［意味］

フロー実行時に入力Recordとして指定したjavax.resource.cci.MappedRecordの値にサポートしていない型のオブジェクトが指定されま

した。

サポートしている型については、“業務データの型の制限”を参照してください。

［ユーザーの対処］

フロー実行時に入力Recordとして指定したMappedRecordの値にAPIでサポートしていない型のオブジェクトを指定しないよう、アプリ

ケーションを修正してください。

「指定されている型」に出力する文字列については、Java Platform Standard EditionのAPI 仕様のjava.lang.ClassのgetName()を参照し

てください。

19.1.5.70 FSP_INTS-BAS_AP28682
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28682: The number of the specified business data exceeds upper bound value '65536'. :
key=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28682: 業務データの値に設定した配列の要素数が上限値(65536)を超えています: キー=s*

［可変情報］

s*：キー名

［意味］

フロー実行時に入力Recordとして指定したjavax.resource.cci.MappedRecordの値の、配列の要素数が上限値(65536)を超えています。

［ユーザーの対処］

フロー実行時に入力Recordとして指定したMappedRecordの値の、配列の要素数が上限値（65536）以下になるように、アプリケーショ

ンを修正してください。

19.1.5.71 FSP_INTS-BAS_AP28683
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28683: The specified business data contains null. : key=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28683: 業務データの値に設定した配列の要素にnullが指定されています: キー名=s*

［可変情報］

s*：キー名

［意味］

フロー実行時に入力Recordとして指定したjavax.resource.cci.MappedRecordの値に不当な値が含まれています。

［ユーザーの対処］

フロー実行時に入力Recordとして指定したMappedRecordの値の配列にnullを指定しない、またはAPIでサポートしていない値を指定

しないように、アプリケーションを修正してください。

19.1.5.72 FSP_INTS-BAS_AP28684
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28684: Specify the flow definition name or flow name to InteractionSpec.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28684: InteractionSpecには、フロー定義名またはフロー名を指定してください
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［意味］

InteractionSpecに、フロー定義名またはフロー名が設定されていません。

［ユーザーの対処］

javax.resource.cci.InteractionSpecにフロー定義名またはフロー名を指定するよう、アプリケーションを修正してください。

19.1.5.73 FSP_INTS-BAS_AP28686
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28686: The log definition file of snaplog is not found. : file name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28686: 性能ログのログ定義ファイルが見つかりません:ファイル名=s*

［可変情報］

s*：ログ定義ファイル名

［意味］

指定された性能ログのログ定義ファイルが見つかりません。

［ユーザーの対処］

性能ログのログ定義ファイルとして指定したパスが正しいか確認してください。

性能ログのログ定義ファイルは、JavaVMオプションの“-Dcom.fujitsu.interstage.apfw.batch.snapdef”で指定します。

19.1.5.74 FSP_INTS-BAS_AP28687
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28687: The log definition file of snaplog has an error. : file name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28687: 性能ログのログ定義ファイルに誤りがあります: ファイル名=s*

［可変情報］

s*：ログ定義ファイル名

［意味］

指定された性能ログのログ定義ファイルの内容に誤りがあります。

［ユーザーの対処］

性能ログのログ定義ファイルとして指定したファイルの内容が正しいか確認してください。

性能ログのログ定義ファイルは、JavaVMオプションの“-Dcom.fujitsu.interstage.apfw.batch.snapdef”で指定します。

19.1.5.75 FSP_INTS-BAS_AP28688
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28688: A snaplog is not able to be output. : file name=s*, detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28688: 性能ログを出力できません: ファイル名=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*：ファイル名

t*：エラー詳細

［意味］

性能ログの出力環境の準備で、異常が発生しました。

［ユーザーの対処］

以下の対処を実施してください。

a. ログ定義ファイル名の内容に誤りがないか確認してください。

b. エラー詳細に“UJI”で始まるメッセージが含まれている場合は、そのメッセージの対処を実施してください。

19.1.5.76 FSP_INTS-BAS_AP28689
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28689: An illegal sequence error occurred.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28689:メソッドの呼び出しシーケンスが誤っています

［意味］

不適切なシーケンスでメソッドの呼び出しが行われました。
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［ユーザーの対処］

アプリケーションの処理シーケンスを確認し、以下の場合は、処理シーケンスを修正してください。

・ Interactionのexecuteメソッドを複数回呼び出している場合

・ LocalTransactionのcommitまたはrollbackメソッドを呼び出さずにConnectionのcloseメソッドを実行した場合

対処後、再度処理を実行してください。

19.1.6 FSP_INTS-BAS_AP28700番台のメッセージ

19.1.6.1 FSP_INTS-BAS_AP28701
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28701: BatchManager was created.

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28701: バッチマネージャーを作成しました

［意味］

バッチマネージャーを作成しました。

19.1.6.2 FSP_INTS-BAS_AP28702
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28702: BatchManager was removed.

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28702: バッチマネージャーを削除しました

［意味］

バッチマネージャーを削除しました。

19.1.6.3 FSP_INTS-BAS_AP28703
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28703: BatchManager was started. : mode=s*

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28703: バッチマネージャーを起動しました: 起動モード=s*

［可変情報］

s*:フロー受付状態

No Block: フロー受付起動状態

Block : フロー受付停止状態

［意味］

バッチマネージャーを起動モード(s*)で起動しました

19.1.6.4 FSP_INTS-BAS_AP28704
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28704: BatchManager was stopped. : mode=s*

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28704: バッチマネージャーを停止しました: 停止モード=s*

［可変情報］

s*:停止モード

Normal: 通常停止モード

Force : 強制停止モード

［意味］

バッチマネージャーを停止モード(s*)で停止しました。

19.1.6.5 FSP_INTS-BAS_AP28705
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28705: ResourceUnit was created.  : ResourceUnit name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28705: リソースユニットを作成しました: リソースユニット名=s*

［可変情報］

s*:リソースユニット名
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［意味］

名前(s*)のリソースユニットを作成しました。

19.1.6.6 FSP_INTS-BAS_AP28706
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28706: ResourceUnit was removed.  : ResourceUnit name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28706: リソースユニットを削除しました: リソースユニット名=s*

［可変情報］

s*:リソースユニット名

［意味］

名前(s*)のリソースユニットを削除しました。

19.1.6.7 FSP_INTS-BAS_AP28707
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28707: ResourceUnit was started.  : ResourceUnit name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28707: リソースユニットを起動しました: リソースユニット名=s*

［可変情報］

s*:リソースユニット名

［意味］

名前(s*)のリソースユニットを起動しました。

19.1.6.8 FSP_INTS-BAS_AP28708
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28708: ResourceUnit was stopped.  : ResourceUnit name=s* mode=t*

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28708: リソースユニットを停止しました: リソースユニット名=s* 停止モード=t*

［可変情報］

s*:リソースユニット名

t*:停止モード

Normal : 通常停止モード

Force : 強制停止モード

［意味］

名前(s*)のリソースユニットを停止モード(t*)で停止しました。

19.1.6.9 FSP_INTS-BAS_AP28709
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28709: Failed to create Batch Manager.  : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28709: バッチマネージャーを作成できませんでした: 詳細=s*

［可変情報］

s*:詳細情報

［意味］

詳細情報(s*)の理由によりバッチマネージャーを作成できませんでした。

［ユーザーの対処］

詳細情報 詳細情報の意味 対処方法

BatchManager already exists. バッチマネージャーがすでに存

在します。

  

Internal servive is found. バッチマネージャーが利用する

内部サービスが見つかりました。

apfwmkmngrの場合のみ、出力されます。

バッチマネージャーの内部資源と同名の資源を

削除するか、バッチマネージャーの強制削除によ

り、同名の資源を削除後、再度バッチマネージャー

を作成してください。
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詳細情報 詳細情報の意味 対処方法

*[ファイル名] is File.

*[ファイル名]は可変値

[ファイル名]に示すファイルが存

在します。

バッチマネージャーが利用するディレクトリを作成

する箇所に、同名のファイルが存在します。

[ファイル名]に示す、ファイルを削除するか、[ファ

イル名]の名前を変更してください。

*[ファイル名] is not directory.

*[ファイル名]は可変値

[ファイル名]に示すファイルが

ディレクトリではありません。

バッチマネージャーが利用するディレクトリと同名

のディレクトリではない、ファイルが存在します。

[ファイル名]に示す、ファイルを削除するか、[ファ

イル名]の名前を変更してください。

ERROR:Rollback Error バッチマネージャーの作成失敗

時のロールバック処理中にエ

ラーが発生しました。

ERROR:Rollback Error出力の直前に出力されて

いるメッセージより対処を行い、原因を取り除いて

から再度コマンドを実行してください。

es,isなどのラベルで始まるメッセージ バッチマネージャー内で、内部

異常が発生しています。

出力されているメッセージより対処を行い、原因

を取り除いてから再度コマンドを実行してくださ

い。

０ コマンド内部で、内部定義の作

成、コマンドの実行に異常が発

生しました

バッチ実行基盤(Java)が高負荷状態、メモリ不

足、ディスク容量不足でないことを確認した後で、

再度コマンドを実行してください。

出力なし コマンド内部で状態異常が発生

したため、詳細情報を出力でき

ませんでした

問題が解決しない場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.6.10 FSP_INTS-BAS_AP28710
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28710: Failed to create ResourceUnit. : ResourceUnit name=s* detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28710: リソースユニットを作成できませんでした: リソースユニット名=s* 詳細=t*

［可変情報］

s*:リソースユニット名

t*:詳細情報

［意味］

名前(s*)のリソースユニットを詳細情報(t*)の理由により作成できませんでした。

［ユーザーの対処］

詳細情報に含まれる文字列 詳細情報の意味 対処方法

ResourceUnit already exists. 名前(s*)のリソースユニットが存在しま

す。

  

Internal service is found. リソースユニットで利用する内部サービス

が見つかりました。

apfwmkunitコマンド実行時に出力されま

す。作成しようとしたリソースユニットが利

用する資源と同名の資源が存在します。

*[ファイル名] is File.

*[ファイル名]は可変値

[ファイル名]に示すファイルが存在しま

す。

リソースユニットが利用するディレクトリを

作成する箇所に、同名のファイルが存在

します。

[ファイル名]に示す、ファイルを削除する

か、リソースユニット名、または[ファイル

名]の名前を変更してください。

*[ファイル名] is not directory.

*[ファイル名]は可変値

[ファイル名]に示すファイルがディレクト

リではありません。

リソースユニットが利用するディレクトリと

同名のディレクトリではない、ファイルが

存在します。

[ファイル名]に示す、ファイルを削除する
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詳細情報に含まれる文字列 詳細情報の意味 対処方法

か、[ファイル名]の名前を変更してくださ

い。

ERROR:Rollback Error バッチマネージャーの作成失敗時のロー

ルバック処理中にエラーが発生しました。

ERROR:Rollback Error出力の直前に出

力されているメッセージより対処を行い、

原因を取り除いてから再度コマンドを実

行してください。

es,isなどのラベルで始まるメッセージ リソースユニット内で、内部異常が発生し

ています。

出力されているメッセージより対処を行

い、原因を取り除いてから再度コマンド

を実行してください。

０ コマンド内部で、内部定義の作成、コマ

ンドの実行に異常が発生しました

バッチ実行基盤(Java)が高負荷状態、メ

モリ不足、ディスク容量不足でないことを

確認した後で、再度コマンドを実行して

ください。
出力なし コマンド内部で状態異常が発生したた

め、詳細情報を出力できませんでした

問題が解決しない場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.6.11 FSP_INTS-BAS_AP28711
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28711: Failed to Remove BatchManager.  : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28711: バッチマネージャーを削除できませんでした: 詳細=s*

［可変情報］

s*:詳細情報

［意味］

詳細情報(s*)の理由により、バッチマネージャーを削除できませんでした。

[ユーザーの対処]

詳細情報に含まれる文字列 詳細情報の意味 対処方法

メッセージIDが“DEP1801”のメッセージ バッチマネージャー内のワークユ

ニットが起動しています。

バッチマネージャーの停止、または強制

停止後、再度バッチマネージャーの削除

を実施してください。

削除できなかった場合には、強制削除を

行ってください。

メッセージIDが“es10025”のメッセージ バッチマネージャー内のイベント

チャネルが起動しています。

es,isなどのラベルで始まるメッセージ バッチマネージャー内で、内部異

常が発生しています。

０ コマンド内部で、内部定義の作成、

コマンドの実行に異常が発生しま

した

バッチ実行基盤(Java)が高負荷状態、メ

モリ不足、ディスク容量不足でないことを

確認した後で、再度コマンドを実行してく

ださい。
出力なし コマンド内部で状態異常が発生し

たため、詳細情報を出力できませ

んでした

問題が解決しない場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.6.12 FSP_INTS-BAS_AP28712
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28712: Failed to Remove ResourceUnit. : ResourceUnit name=s* detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28712: リソースユニットを削除できませんでした: リソースユニット名=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*:リソースユニット名

t*:詳細情報
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［意味］

詳細情報(t*)の理由により、名前(s*)のリソースユニットを削除できませんでした。

[ユーザーの対処]

詳細情報に含まれる文字列 詳細情報の意味 対処方法

メッセージIDが“DEP1801”のメッセージ リソースユニット内のワークユニット

が起動しています。

リソースユニットの停止、または強制停止

後、再度リソースユニットの削除を実施し

てください。

削除できなかった場合には、強制削除を

行ってください。

メッセージIDが“es10025”のメッセージ リソースユニット内のイベントチャネ

ルが起動しています。

es,isなどのラベルで始まるメッセージ リソースユニット内で、内部異常が

発生しています。

０ コマンド内部で、内部定義の作成、

コマンドの実行に異常が発生しま

した

バッチ実行基盤(Java)が高負荷状態、メ

モリ不足、ディスク容量不足でないことを

確認した後で、再度コマンドを実行してく

ださい。
出力なし コマンド内部で状態異常が発生し

たため、詳細情報を出力できませ

んでした

問題が解決しない場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.6.13 FSP_INTS-BAS_AP28713
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28713: Failed to Start BatchManager.  : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28713: バッチマネージャーを起動できませんでした: 詳細=s*

［可変情報］

s*:詳細情報

［意味］

詳細情報(s*)の理由により、バッチマネージャーを起動できませんでした。

[ユーザーの対処]

詳細情報 詳細情報の意味 対処方法

A part of Internal Service is active.
Code=%d

イベントチャネルの一部が起動していま

す。

バッチマネージャーの停止、または強制

停止後、再度コマンドを実行してくださ

い。

問題が解決しない場合には、バッチマ

ネージャーを強制削除後、再度、バッチ

マネージャーを作成してください。

ERROR:Rollback Error. バッチマネージャーの起動失敗時のロー

ルバック処理中にエラーが発生しました。

メッセージIDが“es10034”のメッセー

ジ

イベントチャネルの起動数が設定値を超

えました。

Interstage Application Serverのマニュア

ルを参照し、イベントチャネルの起動数

の上限値を変更してください。

es,isなどのラベルで始まるメッセー

ジ

内部サービスのエラー出力が出力されて

います。

出力されているメッセージより対処を行

い、原因を取り除いてから再度コマンドを

実行してください。

Name, Statusで始まるリストが表示さ

れる

メモリ不足により内部で実行している

Interstageのコマンドが失敗している可能

性があります。

メモリ不足でないことを確認した後で、再

度コマンドを実行してください。

０ コマンド内部で、内部定義の作成、コマ

ンドの実行に異常が発生しました

バッチ実行基盤(Java)が高負荷状態、メ

モリ不足、ディスク容量不足でないことを

確認した後で、再度コマンドを実行してく

ださい。
出力なし コマンド内部で状態異常が発生したた

め、詳細情報を出力できませんでした
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問題が解決しない場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.6.14 FSP_INTS-BAS_AP28714
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28714: Failed to Start ResourceUnit.  : ResourceUnit name=s* detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28714: リソースユニットを起動できませんでした: リソースユニット名=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*:リソースユニット名

t*:詳細情報

［意味］

詳細情報(t*)の理由により、リソースユニット（s*）を起動できませんでした。

[ユーザーの対処]

詳細情報に含まれる文字列 詳細情報の意味 対処方法

*[ファイル名] is File.

*[ファイル名]は可変値

[ファイル名]に示すファイルが存在

します。

リソースユニットが利用するディレクトリを

作成する箇所に、同名のファイルが存在

します。

[ファイル名]に示す、ファイルを削除する

か、リソースユニット名、または[ファイル

名]の名前を変更してください。

*[ファイル名] is not directory.

*[ファイル名]は可変値

[ファイル名]に示すファイルがディ

レクトリではありません。

リソースユニットが利用するディレクトリと

同名のディレクトリではない、ファイルが

存在します。

[ファイル名]に示す、ファイルを削除する

か、[ファイル名]の名前を変更してくださ

い。

ERROR:Rollback Error. バッチマネージャーの起動失敗時

のロールバック処理中にエラーが

発生しました。

バッチマネージャーの停止、または強制

停止後、再度コマンドを実行してくださ

い。

メッセージIDが“es10034”のメッセージ イベントチャネルの起動数が設定

値を超えました。

Interstage Application Serverのマニュア

ルを参照し、イベントチャネルの起動数

の上限値を変更してください。

es,isなどのラベルで始まるメッセージ 内部サービスのエラー出力が出力

されています。

出力されているメッセージより対処を行

い、原因を取り除いてから再度コマンドを

実行してください。

Name, Statusで始まるリストが表示される メモリ不足により内部で実行してい

るInterstageのコマンドが失敗して

いる可能性があります。

メモリ不足でないことを確認した後で、再

度コマンドを実行してください。

０ コマンド内部で、内部定義の作成、

コマンドの実行に異常が発生しま

した

バッチ実行基盤(Java)が高負荷状態、メ

モリ不足、ディスク容量不足でないことを

確認した後で、再度コマンドを実行してく

ださい。
出力なし コマンド内部で状態異常が発生し

たため、詳細情報を出力できませ

んでした

問題が解決しない場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.6.15 FSP_INTS-BAS_AP28715
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28715: Failed to End BatchManager.  : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28715: バッチマネージャーを停止できませんでした: 詳細=s*
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［可変情報］

s*:詳細情報

［意味］

詳細情報(s*)の理由により、バッチマネージャーを停止できませんでした。

[ユーザーの対処]
バッチマネージャーの強制停止を実施してください。

19.1.6.16 FSP_INTS-BAS_AP28716
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28716: Failed to End ResourceUnit. : ResourceUnit name=s* detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28716: リソースユニットを停止できませんでした: リソースユニット名=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*:リソースユニット名

t*:詳細情報

［意味］

詳細情報(t*)の理由により、リソースユニット（s*）を停止できませんでした。

[ユーザーの対処]

リソースユニットの強制停止を実施してください。

19.1.6.17 FSP_INTS-BAS_AP28717
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28717: BatchManager's flow receipt was started.

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28717: バッチマネージャーのフロー受付を開始しました

［意味］

フロー受付を開始しました。

19.1.6.18 FSP_INTS-BAS_AP28718
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28718: BatchManager's flow receipt was stopped.

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28718: バッチマネージャーのフロー受付を停止しました

［意味］

フロー受付を停止しました。

19.1.6.19 FSP_INTS-BAS_AP28719
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28719: Failed to Start BatchManager's flow reception. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28719: バッチマネージャーのフロー受付を開始できませんでした: 詳細=s*

［可変情報］

s*:詳細情報

［意味］

詳細情報(s*)の理由により、フロー受付を開始できませんでした。

[ユーザーの対処]

詳細情報に含まれる文字列 詳細情報の意味 対処方法

Already starting. すでにフロー受付が開始されています。   

BatchManager is Error. バッチマネージャーがエラーです。 バッチマネージャーの内部サービスに

異常が発生しています。バッチマネー

ジャーの強制停止後、バッチマネー

ジャーを再起動してください。
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詳細情報に含まれる文字列 詳細情報の意味 対処方法

esで始まるメッセージ フロー受付機能にエラーが発生してい

ます。

バッチマネージャーの強制停止後、バッ

チマネージャーを再起動してください。

問題が解決しない場合には、バッチマ

ネージャーを再作成してください。

19.1.6.20 FSP_INTS-BAS_AP28720
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28720: Failed to Stop BatchManager's flow reception. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28720: バッチマネージャーのフロー受付を停止できませんでした: 詳細=s*

［可変情報］

s*:詳細情報

［意味］

詳細情報(s*)の理由により、フロー受付を停止できませんでした。

[ユーザーの対処]

詳細情報に含まれる文字列 詳細情報の意味 対処方法

Already stopped. すでにフロー受付は停止しています。   

BatchManager is Error. バッチマネージャーがエラーです。 バッチマネージャーの内部サービスに

異常が発生しています。バッチマネー

ジャーの強制停止後、バッチマネー

ジャーを再起動してください。

esで始まるメッセージ フロー受付機能にエラーが発生してい

ます。

バッチマネージャーの強制停止後、バッ

チマネージャーを再起動してください。

問題が解決しない場合には、バッチマ

ネージャーを再作成してください。

19.1.6.21 FSP_INTS-BAS_AP28723
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28723: Improper Java environment. detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28723: Java環境に誤りがあるため、処理に失敗しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*:詳細情報

［意味］

Java環境の取得に失敗しました。

以下の事象が考えられます。

・ Interstageの場合

Interstage Job Workload Serverが正しくインストールされていない可能性があります。

・ Interstage以外の場合

環境変数PATHにJava実行環境が正しく設定されていない可能性があります。

［ユーザーの対処］

・ Interstageの場合

Interstage Job Workload Serverを再インストールしてください。

・ Interstage以外の場合

環境変数PATHの設定を見直し、環境変数PATH にJava実行ファイルを設定してください

問題が解決しない場合には、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。
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19.1.6.22 FSP_INTS-BAS_AP28725
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28725: Out of memory.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28725: メモリ不足が発生しました

［意味］

メモリ不足が発生しました。

［ユーザーの対処］

しばらくしてから再度処理を実行してください。

エラーが解消しない場合や、頻発する場合には、システム構成の見直しを実施してください。

19.1.6.23 FSP_INTS-BAS_AP28727
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28727: Failed in connection of the Interstage Application Server. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28727: Interstage Application Serverに接続できませんでした：詳細=s*

［可変情報］

s*:詳細情報

［意味］

Interstage Application Serverが詳細情報（s*）の状態により接続できませんでした。

［ユーザーの対処］

詳細情報には以下のメッセージが出力されます。

詳細情報 詳細情報の意味 対処方法

Interstage Stopped. Interstage Application Serverが起動して

いません。

Interstageを起動してください。

System Error. Interstage Application Server内部でエ

ラーが発生しています。

“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採

取した後、技術員に連絡してください。

19.1.6.24 FSP_INTS-BAS_AP28728
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28728: Failed in connection of the Interstage JMX service.  : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28728: Interstage JMXサービスに接続できませんでした: 詳細=s*

［可変情報］

s*:詳細情報

［意味］

Interstage JMXサービスが詳細情報（s*）の状態です。

［ユーザーの対処］

詳細情報には以下の情報が出力されます。出力された情報を元に、対処してください。

詳細情報 詳細情報の意味 対処方法

stopped Interstage JMXサービスが起動

していません。

Interstage JMXサービスを起動してください。

starting Interstage JMXサービスが起動

処理中です。

Interstage JMXサービスの起動完了後、再度コマン

ドを実行してください

stopping Interstage JMXサービスが停止

処理中です。

Interstage JMXサービスの停止完了後、Interstage
JMXサービスを起動してから、コマンドを実行してく

ださい。

error Interstage JMXサービスに内部

エラーが発生しています。

Interstage JMXサービスに内部エラーが発生してい

ます。サービスの再起動を実施してください。
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詳細情報 詳細情報の意味 対処方法

問題が解決しない場合には、“18.4 調査資料の採取

について”を参照し、資料を採取した後、技術員に

連絡してください。

Interstage JMXサービスについては、Interstage Application Serverのマニュアルを参照してください。

19.1.6.25 FSP_INTS-BAS_AP28729
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28729: BatchManager is already started.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28729: バッチマネージャーは起動しています

［意味］

バッチマネージャーは起動しています。

19.1.6.26 FSP_INTS-BAS_AP28730
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28730: BatchManager is already stopped.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28730: バッチマネージャーは停止しています

［意味］

バッチマネージャーは停止しています。

19.1.6.27 FSP_INTS-BAS_AP28731
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28731: ResourceUnit is already started.  : ResourceUnit name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28731: リソースユニットは起動しています: リソースユニット名=s*

［可変情報］

s*:リソースユニット名

［意味］

名前(s*)のリソースユニットは起動しています。

［ユーザーの対処］

本メッセージの出力後、apfwinfounitコマンドを実行するとs*に示すリソースユニットの状態が、“inactive”になる場合、リソースユニット

からバッチ実行基盤(Java)の制御プログラムを誤って配備解除している可能性があります。本メッセージが出力されるにも関わらずリ

ソースユニットの状態が“inactive”となる場合は、リソースユニットを再作成してください。

19.1.6.28 FSP_INTS-BAS_AP28732
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28732: ResourceUnit is already stopped.  : ResourceUnit name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28732: リソースユニットは停止しています: リソースユニット名=s*

［可変情報］

s*:リソースユニット名

［意味］

名前(s*)のリソースユニットは停止しています。

19.1.6.29 FSP_INTS-BAS_AP28733
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28733: The file does not exist.  : File name=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28733: ファイルが存在しません: ファイル名=s*

［可変情報］

s*:ファイル名

［意味］

ファイル名に示すファイルが存在しません。

製品が正しくインストールされていないか、ファイルが削除された可能性があります。
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［ユーザーの対処］

Interstage Job Workload Serverを再インストールしてください。

19.1.6.30 FSP_INTS-BAS_AP28734
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28734: Unable to process because another command is being executed.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28734: 他のコマンドが実行中のため処理できません

［意味］

同時に実行することの出来ないコマンドが実行されました。

[ユーザーの対処]

排他対処コマンド 意味

バッチマネージャー運用系コマンド

・ apfwmkmngr

・ apfwrmmngr

・ apfwstartmngr

・ apfwstopmngr

・ apfwopenmngr

・ apfwclosemngr

左記コマンドは同時に実行することは

できません。

リソースユニット運用系コマンド

・ apfwmkunit

・ apfwrmunit

・ apfwstartunit

・ apfwstopunit

左記コマンドは同時に実行することは

できません。

バッチマネージャー、および、リソースユニットの作成・削除コマンド

・ apfwmkmngr

・ apfwrmmngr

・ apfwmkunit

・ apfwrmunit

左記コマンドは同時に実行することは

できません。

バッチマネージャー作成コマンドにおいて、リソースユニット同時作成を

行う場合

・ apfwmkmngr -runit

左記コマンドは上記のコマンドすべて

と同時に実行することはできません。

該当するコマンドの実行が終わるのを待ってから再度実行してください。

19.1.6.31 FSP_INTS-BAS_AP28735
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28735: This command is not supported.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28735: 本コマンドは、サポートされていません

［意味］

本コマンドは、サポートされていません。

以下の事象が考えられます。

・ Interstageの場合

Interstage Job Workload Serverが正しくインストールされていない可能性があります。
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・ Interstage以外の場合

指定されたコマンドは、アプリケーションサーバに、Interstageを指定した場合のみ、有効です。

［ユーザーの対処］

・ Interstageの場合

Interstage Job Workload Serverを再インストールしてください。

・ Interstage以外の場合

指定されたコマンドは、サポートされていないため、実行することはできません。

19.1.6.32 FSP_INTS-BAS_AP28736
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28736 Improper the specified parameter. detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28736: 指定されたパラメーターに誤りがあります: 詳細=s*

［可変情報］

s*:詳細情報

［意味］

指定されたパラメーターに対する環境がありません。

［ユーザーの対処］

環境構築ガイドを参照し、指定したパラメーターが対応している環境か確認してください。

19.1.6.33 FSP_INTS-BAS_AP28737
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28737: Failed to execute command. detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28737: コマンドを実行することができませんでした : 詳細=s*

［可変情報］

s*:詳細情報

［意味］

コマンドを実行することができませんでした。

［ユーザーの対処］

詳細情報(s*)を確認し、コマンドの実行環境が正しいか確認してください。

詳細情報 詳細情報の意味 対処方法

Internal Log directory do not
access.
Internal Log do not open.
Internal Log do not write.

同時に実行できないコマンドが

実行されたか、内部ログの出力

先のディスクに空きが無い可能

性があります。

以下のディレクトリの容量を確認し、問題が無い場

合には、コマンドを再実行してください。

製品のインストールディレクトリ配下

 

/var/opt/FJSVibs/var/JavaBatch配下

Error occurred during initialization
of VM 
java.lang.OutOfMemoryError:
unable to create new native thread

コマンド内部でメモリ不足が発生

しています。

しばらくしてから再度、処理を実行してください。エ

ラーが解消しない場合や、頻発する場合には、シ

ステム構成の見直しを実施してください。

出力なし コマンド内部で状態異常が発生

したため、詳細情報を出力できま

せんでした

バッチ実行基盤(Java)が高負荷状態、メモリ不足、

ディスク容量不足でないことを確認した後で、再度

コマンドを実行してください。

上記以外の場合は、詳細コードに含まれるエラーメッセージよりエラーの対処を行ってください。対処ができない場合は、“18.4 調査資

料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.6.34 FSP_INTS-BAS_AP28739
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28739: BatchManager was detected as abnormality status. detail=s*
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FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28739: バッチマネージャーの状態に異常を検知しました: 詳細=s*

[可変情報]

s*:詳細情報

［意味］

バッチマネージャーの状態に異常を検知しました。

［ユーザーの対処］

詳細情報 詳細情報の意味 対処方法

Internal service eschnl is not Found. イベントチャネルが見つかりませ

ん。

バッチマネージャーが破損して

います。

バッチマネージャーを強制削除

後、再度、バッチマネージャーを

作成してください。

Internal service workunit is not
Found.

ワークユニットが見つかりません。

Internal service Destination is not
Found.

Destination定義が見つかりません。

Internal service Destination is error. Destination定義にエラーがありま

す。

Internal service eschnl is error. イベントチャネルにエラーがありま

す。

Internal service destination and
eschnl is not found.

Destination定義とイベントチャネル

が見つかりません。

Internal service eschnl and workunit
is not found.

Destination定義とワークユニットが

見つかりません。

Internal service destination and
workunit is not found.

イベントチャネルとワークユニットが

見つかりません。

Internal service eschnl is active. イベントチャネルが起動していま

す。

バッチマネージャーを停止、また

は強制停止後、バッチマネー

ジャーを再起動してください。

問題が解決しない場合には、バッ

チマネージャーの強制停止後、

バッチマネージャーの強制削除

を行い、バッチマネージャーを再

度、作成してください。

Internal service workunit is active. ワークユニットが起動しています。

A part of Internal service eschnl is
active. Code=[*X]

[*X]は内部コードです。

イベントチャネルの一部が起動して

います。

*[ファイル名] is File.

*[ファイル名]は可変値です。

[ファイル名]に示すファイルが存在

します。

バッチマネージャーが利用する

ディレクトリを作成する箇所に、同

名のファイルが存在します。

[ファイル名]に示す、ファイルを

削除するか、[ファイル名]の名前

を変更してください。

*[ディレクトリ名] is not directory.

*[ディレクトリ名]は可変値です。

[ディレクトリ名]に示すディレクトリが

存在します。

バッチマネージャーが利用する

ディレクトリを作成する箇所に、

ディレクトリではないファイルが存

在します。

[ディレクトリ名]に示す、ファイル

を削除するか、[ディレクトリ名]の
名前の名前を変更してください。

Failed to create directory. *[ファイ

ル名]

*[ディレクトリ名]は可変値です。

[ディレクトリ名]に示すファイルが存

在します。

バッチマネージャーが利用する

ディレクトリを作成に失敗しまし

た。

[ディレクトリ名]に示す、ファイル

を削除するか、[ディレクトリ名]の
名前の名前を変更してください。
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19.1.6.35 FSP_INTS-BAS_AP28740
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28740: ResourUnit was detected as abnormality status. :  ResourceUnit name=s*,
detail=t*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28740: リソースユニットの状態に異常を検知しました： リソースユニット名=s*, 詳細=t*

［可変情報］

s*:リソースユニット名

t*:詳細情報

［意味］

名前(s*)のリソースユニットの状態に異常を検知しました。

[ユーザーの対処]

詳細情報 詳細情報の意味 対処方法

Internal Directory is not Found. 内部ログ出力先ディレクトリが削除され

ました。

リソースユニットが破損しています。

リソースユニットを強制削除後、再度、

リソースユニットを作成してください。Internal Service eschnl is not Found. イベントチャネルが見つかりません。

Internal Service workunit is not Found. ワークユニットが見つかりません。

Internal Service Destination is not Found. Destination定義が見つかりません。

Internal service Destination and workunit is
not found.

Destination定義とワークユニットが見

つかりません。

Internal service Destination and eschnl is not
found.

Destination定義とイベントチャネルが

見つかりません。

Internal service eschnl and workunit is not
found.

イベントチャネルとワークユニットが見

つかりません。

Internal Service eschnl is active. イベントチャネルが起動しています。 リソースユニットを停止、または強制停

止後、リソースユニットを再起動してく

ださい。

問題が解決しない場合には、リソース

ユニットの強制停止後、リソースユニッ

トの強制削除を行い、リソースユニット

を再度、作成してください。

Internal Service workunit is active. ワークユニットが起動しています。

*[ファイル名] is File.

*[ファイル名]は可変値です。

[ファイル名]に示すファイルが存在し

ます。

リソースユニットが利用するディレクトリ

を作成する箇所に、同名のファイルが

存在します。

[ファイル名]に示す、ファイルを削除す

るか、リソースユニット名、または[ファ

イル名]の名前を変更してください。

*[ディレクトリ名] is not directory.

*[ディレクトリ名]は可変値です。

[ディレクトリ名]に示すディレクトリが存

在します。

リソースユニットが利用するディレクトリ

を作成する箇所に、ディレクトリではな

いファイルが存在します。

[ディレクトリ名]に示す、ファイルを削

除するか、リソースユニット名、[ディレ

クトリ名]の名前の名前を変更してくだ

さい。

Failed to create directory. *[ファイル名]

*[ディレクトリ名]は可変値です。

[ディレクトリ名]に示すファイルが存在

します。

リソースユニットが利用するディレクトリ

を作成に失敗しました。

[ディレクトリ名]に示す、ファイルを削

除するか、リソースユニット名、[ディレ

クトリ名]の名前の名前を変更してくだ

さい。
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19.1.6.36 FSP_INTS-BAS_AP28741
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28741: BatchManager does not exist.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28741: バッチマネージャーが存在しません

［意味］

バッチマネージャーが存在しません。

［ユーザーの対処］

バッチマネージャーを作成してください。

19.1.6.37 FSP_INTS-BAS_AP28742
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28742: ResourceUnit does not exist. ReourceUnit name=%s

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28742: リソースユニットが存在しません: リソースユニット名=%s

［意味］

名前(s*)の、リソースユニットが存在しません。

[ユーザー対処]
名前(s*)のリソースユニットを作成してください。

19.1.6.38 FSP_INTS-BAS_AP28746
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28746: Command execution cannot stop.

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28746: コマンドは停止できません

［意味］

実行中のコマンドは停止できません。

［ユーザーの対処］

コマンドを停止できません。処理が終わるまでしばらくお待ちください。なお、本メッセージ出力後にコマンドが停止した場合は、再度

コマンドを実行してください。

19.1.6.39 FSP_INTS-BAS_AP28750
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28750: Flow ended normally.

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28750: フローが正常終了しました

［意味］

フローが正常終了しました。

19.1.6.40 FSP_INTS-BAS_AP28751
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28751: The flow ended by the execution timeout limitation.

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28751: フローがフロータイムアウト時間により終了しました

［意味］

フローがフロータイムアウト時間により終了しました。

［ユーザーの対処］

実行ログから特定のアプリケーションで予定以上の処理時間がかかっているなど、フロータイムアウト時間に達した原因を確認してくだ

さい。

19.1.6.41 FSP_INTS-BAS_AP28752
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28752: Flow terminated abnormally.

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28752: フローが異常終了しました

［意味］

フローが異常終了しました。
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［ユーザーの対処］

実行ログによりフローが異常終了した原因を確認してください。

19.1.6.42 FSP_INTS-BAS_AP28753
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28753: The system call error occurred. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28753: システムコールエラーが発生しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*:詳細コード

［意味］

(s*)の原因によるシステムコールエラーによりフローの実行が失敗しました。

［ユーザーの対処］

(s*)に示す値により以下のいずれかの対処を実施してください。

詳細コード(s*) 対処方法

・ 数値:apfw_op_analyze_opt

・ 数値:apfw_op_opt2prm

・ 数値:apfw_op_gethost

メモリ不足が発生しています。または、ホスト名が取得でき

ません。システムの負荷が高い場合は、負荷が低くなって

からコマンドを実行してください。

・ 数値:apfw_make_recoveryfile

・ fopen:subflowIS_1

メモリ不足が発生しています。または、以下のディレクトリが

アクセスできません。

インストールディレクトリ\BAS\var\JavaBatch\system
\apfwsubflow

/opt/FJSVibs/var/JavaBatch/system/apfwsubflow

システムの負荷が高い場合は、負荷が低くなってからコマ

ンドを実行してください。ディレクトリにアクセスできない場

合は、OSの出力エラーを元に対処を行ってください。

・ 数値:apfw_jb_getusername

・ conv_cmd2mngr_msg:数値

・ conv_mngr2cmd_msg:数値

メモリ不足が発生しています。システムの負荷が高い場合

は、負荷が低くなってからコマンドを実行してください。

上記以外の場合 Interstage Job Workload Serverをインストールしたディスク

の空き領域が存在するか確認してください。空き領域が存

在しない場合は、“3.1.3 運用時に必要なディスク容量”に

示す空き領域を確保してください。

19.1.6.43 FSP_INTS-BAS_AP28754
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28754: The option is repeatedly specified. : opt=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28754: オプションが2重に指定されています: opt=s*

［可変情報］

s*: エラーになったオプション

［意味］

(s*)オプションを2重にしているためフローは実行できません。

［ユーザーの対処］

冗長な(s*)オプションを削除してください。
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19.1.6.44 FSP_INTS-BAS_AP28755
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28755: An essential option is not specified.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28755: 必須オプションが指定されていません

［意味］

必須オプションが指定されていないためフローは実行できません。

［ユーザーの対処］

“-f”オプションまたは“-i”オプションのいずれかを指定してください。

19.1.6.45 FSP_INTS-BAS_AP28756
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28756: The specified syntax of the replacement parameter is invalid.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28756: 業務データの初期データの指定方法が誤っています

［意味］

“-r”オプションで指定した業務データの初期データの指定方法が誤っているためフローは実行できません。

［ユーザーの対処］

“-r”オプションの引数で指定した業務データの初期データの指定方法を見直してください。業務データの初期データの指定方法の詳

細は、“16.1 apfwsubflow”を参照してください。

19.1.6.46 FSP_INTS-BAS_AP28757
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28757: The value specified for the argument is invalid. : opt=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28757: 引数に指定した値が誤っています: opt=s*

［可変情報］

s*: エラーになったオプション

［意味］

(s*)オプションの引数に指定した値が誤っているためフローは実行できません。

［ユーザーの対処］

(s*)オプションの引数で指定した値を見直してください。(s*)オプションの引数の指定方法の詳細は、“16.1 apfwsubflow”を参照してく

ださい。

19.1.6.47 FSP_INTS-BAS_AP28758
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28758: The argument is not specified for the option. : opt=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28758: オプションに引数が指定されていません: opt=s*

［可変情報］

s*: エラーになったオプション

［意味］

(s*)オプションに引数が指定されていないためフローは実行できません。

［ユーザーの対処］

(s*)オプションに引数を指定してください。

19.1.6.48 FSP_INTS-BAS_AP28759
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28759: The combination of the options is invalid.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28759: オプションの組み合わせが誤っています

［意味］

オプションの組み合わせが誤っているためフローは実行できません。

［ユーザーの対処］

オプションの組み合せを見直してください。オプションの組み合せの詳細は、“16.1 apfwsubflow”を参照してください。

- 386 -



19.1.6.49 FSP_INTS-BAS_AP28760
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28760: The argument cannot be specified. : opt=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28760: オプションに引数は指定できません: opt=s*

［可変情報］

s*: エラーになったオプション

［意味］

(s*)オプションに引数が指定されているためフローは実行できません。

［ユーザーの対処］

(s*)オプションに指定した引数を削除してください。

19.1.6.50 FSP_INTS-BAS_AP28761
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28761: An invalid option or argument was specified.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28761: 無効なオプションまたは引数が指定されました

［意味］

無効なオプションまたは引数が指定されているためフローは実行できません。

［ユーザーの対処］

無効なオプションまたは引数を削除してください。

19.1.6.51 FSP_INTS-BAS_AP28762
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28762: Specified path for the -p option is invalid.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28762: -pオプションに指定したパスが誤っています

［意味］

“-p”オプションに指定した実行ログの出力用のパスが誤っているためフローは実行できません。

［ユーザーの対処］

以下のいずれかの対処を実施してください。

・ “-p”オプションにファイル名を指定した場合は、ディレクトリが存在し、かつ、同名のファイルが存在した場合は異なるファイル名

を“-p”オプションに指定してください。

・ “-p”オプションにディレクトリ名を指定した場合は、存在するディレクトリを“-p”オプションに指定してください。

・ パス名の 後に“\”または“/”を指定している場合は、“\”または“/”を削除してください。

・ パス名にCD-ROMなどの書き込みができないデバイス、または、利用するOSが許可しないファイル名を指定している場合は、適切

なファイル名に変更してください。

・ 実行ログの出力用のパスが格納されるディスクの空き領域が存在するか確認してください。空き領域が存在しない場合は、“3.1.3
運用時に必要なディスク容量”に示す空き領域を確保してください。

19.1.6.52 FSP_INTS-BAS_AP28763
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28763: The character which was not able to execute character-code conversion is
specified for the argument.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28763: 引数に文字コード変換ができない文字を指定しています

［意味］

引数に文字コード変換ができない文字を指定しているためフローは実行できません。

［ユーザーの対処］

引数に指定したASCII以外の文字は、SJISとUCS2で文字コードに互換のある文字を使用してください。

引数に指定したASCII以外の文字は、コマンドを実行したロケールとUCS2で文字コードに互換のある文字を使用してください。
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19.1.6.53 FSP_INTS-BAS_AP28764
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28764: The signal was not able to be set. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28764: シグナルの設定ができませんでした: 詳細=s*

［可変情報］

s*: 詳細コード

［意味］

シグナルの受け付けを抑止するマスク設定に失敗したためフローは実行できません。

［ユーザーの対処］

コマンドを再度実行してください。再度実行しても同一のエラーが発生する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料

を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.6.54 FSP_INTS-BAS_AP28765
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28765: Numbering of Correlation ID was not able to be done. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28765: コリレーションIDの採番ができませんでした: 詳細=s*

［可変情報］

s*: 詳細コード

［意味］

コリレーションIDの採番に失敗したためフローは実行できません。

［ユーザーの対処］

以下のいずれかの対処を行ってください。

・ 詳細コードが3の場合、使用しているサーバ名が正しく取得できるかOSの画面またはコマンドで確認してください。

・ 上記以外の場合、製品のインストールディレクトリ配下でI/Oエラーが発生していないことをシステムログ(Windows(R)の場合はイベ

ントログ)で確認してください。I/Oエラーが発生しておらず、かつ、コマンドを再度実行しても同一のエラーが発生する場合は、“18.4
調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.6.55 FSP_INTS-BAS_AP28766
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28766: Failed in registering the process monitoring. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28766: プロセスの監視登録に失敗しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*: 詳細コード

［意味］

プロセスの監視登録に失敗したためフローは実行できません。

［ユーザーの対処］

以下のいずれかの対処を実施してください。

・ Windowsのサービス画面で“Interstage Job Workload Server Batch execution base (Java)”が停止している場合は、サービスを開始

してください。

・ ps -ef | grep momo | grep apfwjbコマンドを実行し、プロセスが出力されない場合は、/opt/FJSVapclg/bin/apfwstartwatchlog -s apfwjb

コマンドを実行してください。

・ 詳細コードが“-2”の場合、同一サーバでapfwsubflowコマンドにより実行しているいずれかのフローが終了してから、再度フローを

実行してください。

・ 詳細コードが“2”の場合、メモリ不足または常時CPUが100%などシステムの負荷が高ければシステムの負荷を下げてから、再度コ

マンドを実行してください。

・ 上記以外の場合、かつ、コマンドを再度実行しても同一のエラーが発生する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、

資料を採取した後、技術員に連絡してください。
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19.1.6.56 FSP_INTS-BAS_AP28767
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28767: The type of the application server cannot be judged. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28767: アプリケーションサーバの種別が判断できません: 詳細=s*

［可変情報］

s*: 詳細コード

［意味］

アプリケーションサーバの種別が判断できないためフローは実行できません。

［ユーザーの対処］

製品のインストールディレクトリ配下でI/Oエラーが発生していないことをシステムログ(Windows(R)の場合はイベントログ)で確認してく

ださい。I/Oエラーが発生しておらず、かつ、コマンドを再度実行しても同一のエラーが発生する場合は、“18.4 調査資料の採取につ

いて”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.6.57 FSP_INTS-BAS_AP28768
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28768: Failed in loading the library. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28768: ライブラリのロードに失敗しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*: 詳細コード

［意味］

ライブラリのロードに失敗したためフローは実行できません。

［ユーザーの対処］

以下のライブラリが存在することを確認してください。ライブラリが存在し、コマンドを再度実行しても同一のエラーが発生する場合

は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

製品のインストールフォルダ\BIN\libapfwjbsubflowIS.dll

/opt/FJSVibs/lib/libapfwjbsubflowIS.so

19.1.6.58 FSP_INTS-BAS_AP28769
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28769: Failed in the output of the execution log. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28769: 実行ログの出力に失敗しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*: 詳細コード

［意味］

実行ログの出力に失敗しました。

［ユーザーの対処］

以下のいずれかの対処を実施してください。なお、実行結果は、リソースユニットが出力した“2.3.7.1 実行ログ”を参照してください。

・ フローの実行時に“-p”オプションで指定したファイルまたはディレクトリのパスが存在し、I/Oエラーが発生していないことを確認し

てください。

・ 実行ログの出力用のパスが格納されるディスクの空き領域が存在するか確認してください。空き領域が存在しない場合は、“3.1.3
運用時に必要なディスク容量”に示す空き領域を確保してください。

・ ファイルまたはディレクトリのパスが存在し、かつ、I/Oエラーが発生していない場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、

資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.6.59 FSP_INTS-BAS_AP28770
FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 28770: Failed in the release of the process monitoring. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 28770: プロセス監視の解除に失敗しました: 詳細=s*
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［可変情報］

s*: 詳細コード

［意味］

フローの実行が完了した後、コマンドのプロセス監視が解除できませんでした。

［ユーザーの対処］

本エラーが頻発する場合は、“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.6.60 FSP_INTS-BAS_AP28771
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28771: The execution of flow failed. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28771: フローの実行が失敗しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*: 詳細コード

［意味］

詳細コード(s*)に示す理由によりフローの実行または再実行が失敗しました。

［ユーザーの対処］

詳細コード(s*)に含まれるメッセージ番号またはコードに対応する以下のいずれかの対処を実施してください。

詳細コード(s*) 対処方法

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28002 -rオプションで属性がString型以外の業務データに対して

初期データを設定しました。-rオプションには、属性がString
型の業務データの初期データを設定してください。

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28012 -runitオプションで指定したリソースユニットが存在しませ

ん。正しいリソースユニットを指定して、フローを実行してく

ださい。

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28034 実行したフロー定義が登録されていないか、登録したフロー

定義が破損しています。

apfwlstflowコマンドを使用してフロー定義が登録されてい

るか確認し、登録されている場合には、フロー定義を再登

録してください。

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28038 再実行したコリレーションIDが存在しません。または、指定

したコリレーションIDは、再実行できない状態です。

正しいコリレーションIDを指定して、フローを再実行してく

ださい。

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28045 -nオプションで指定したフロー名が、ファイル管理機能を利

用するフローの規約に合っていません。

正しいフロー名を指定して、フローを実行してください。

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28053 リソースグループが存在しません。リソースグループ名が

誤っていないか確認してください。

0x464a0880 バッチマネージャーが使用するInterstageの資源が利用で

きません。Interstage管理コンソールまたはesmonitorコマン

ドで以下に示すグループ名およびイベントチャネル名のイ

ベントチャネルが起動しているか確認してください。

・ apfwbatchmngr_res

イベントチャネルが起動していない場合は、バッチマネー

ジャーを強制停止した後、起動してください。Interstage管
理コンソールの詳細については、“Interstage Application
Server 運用ガイド”を参照してください。esmonitorコマンド

の詳細については、“Interstage Application Server リファレ

ンス(コマンド編)”を参照してください。
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詳細コード(s*) 対処方法

上記以外の0x464aで始まるコード “Interstage Application Server/Interstage Web Server”
の“CORBAサービスのマイナーコード”および“イベントサー

ビスの例外情報/マイナーコード”を参照し、該当する対処

を行ってください。

make proxy_file error: ファイル名 ファイル名に示すファイルが存在する場合、ファイルを削

除してください。ファイル名に示すファイルが格納されてい

るディレクトリのディスク容量が1KB未満の場合は、ディスク

の空き容量を増加してください。

上記以外の場合 詳細コードに含まれるエラーメッセージよりエラーの対処を

行ってください。対処ができない場合は、“18.4 調査資料

の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に

連絡してください。

19.1.6.61 FSP_INTS-BAS_AP28772
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28772: The flow cannot be executed since the BatchManager does not exist. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28772: バッチマネージャーが存在しないためフローを実行できません: 詳細=s*

［可変情報］

s*: 詳細コード

［意味］

バッチマネージャーが存在しないためフローを実行できません。

［ユーザーの対処］

バッチマネージャーを作成してからフローを実行してください。

19.1.6.62 FSP_INTS-BAS_AP28773
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28773: The flow cannot be executed since the BatchManager does not start. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28773: バッチマネージャーが停止しているためフローを実行できません: 詳細=s*

［可変情報］

s*: 詳細コード

［意味］

バッチマネージャーが停止しているためフローを実行できません。または、バッチマネージャーが強制停止されました。

［ユーザーの対処］

以下のいずれかの対処を実施してください。

・ Interstageが停止している場合は、“バッチ実行環境の運用手順”の手順にしたがってInterstageの起動以降の運用操作を行ってく

ださい。

・ バッチマネージャーが停止している場合は、リソースユニットをすべて強制停止してください。その後、バッチマネージャーおよび

リソースユニットを起動してからフローを実行してください。なお、実行中だったフローの処理結果は、リソースユニットが出力した“2.3.7.1
実行ログ”により確認してください。

19.1.6.63 FSP_INTS-BAS_AP28774
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28774: The flow cannnot be executed since the BatchManager's flow receipt does not
start. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28774: バッチマネージャーのフロー受付が停止しているためフローを実行できません: 詳細=s*

［可変情報］

s*: 詳細コード

［意味］

バッチマネージャーのフロー受付が停止しているためフローを実行できません。
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［ユーザーの対処］

バッチマネージャーのフロー受付を開始してからフローを実行してください。

19.1.6.64 FSP_INTS-BAS_AP28775
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28775: The flow cannot be executed since the ResourceUnit does not exist. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28775: リソースユニットが存在しないためフローを実行できません: 詳細=s*

［可変情報］

s*: 詳細コード

［意味］

リソースユニットが存在しないためフローを実行できません。

［ユーザーの対処］

リソースユニットを作成してからフローを実行してください。

19.1.6.65 FSP_INTS-BAS_AP28776
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28776: The flow cannot be executed since the ResourceUnit does not start. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28776: リソースユニットが停止しているためフローを実行できません: 詳細=s*

［可変情報］

s*: 詳細コード

［意味］

リソースユニットが停止しているためフローを実行できません。

［ユーザーの対処］

リソースユニットを起動してからフローを実行してください。

19.1.6.66 FSP_INTS-BAS_AP28777
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28777: The command is terminated because it reached the execution timeout.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28777: フロータイムアウト時間に達したためコマンドを打ち切ります

［意味］

フロータイムアウト時間に達したためコマンドを打ち切ります。実行したフローはキャンセルされます。

［ユーザーの対処］

キャンセルされたフローを再実行または削除してください。

19.1.6.67 FSP_INTS-BAS_AP28778
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28778: The flow was canceled.

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28778: フローがキャンセルされました

［意味］

以下のいずれかの理由によりフローがキャンセルされました。

・ フロータイムアウト時間に達した

・ 実行中のフローに対しフローのキャンセルコマンドが実行された

［ユーザーの対処］

キャンセルされたフローを再実行または削除してください。

apfwsubflowコマンドに-pオプションを指定して、実行ログの出力先を指定している場合には、指定した出力先にに0バイトの実行ログ

が出力されます。当該ファイルは削除してください。

19.1.6.68 FSP_INTS-BAS_AP28779
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28779: The ResourceUnit was forcibly stopped.

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28779: リソースユニットが強制停止されました
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［意味］

リソースユニットを強制停止したためフローがキャンセルされました。

［ユーザーの対処］

キャンセルされたフローを再実行または削除してください。

19.1.6.69 FSP_INTS-BAS_AP28780
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28780: The character which was not able to execute character-code conversion is
included in the execution log.

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28780: 実行ログに文字コード変換ができない文字が含まれています

［意味］

実行ログに文字コード変換ができない文字が含まれているため、実行ログが出力できませんでした。

［ユーザーの対処］

業務処理実行アプリケーションの引数にASCII以外の文字を入出力する場合は、SJISとUCS2で文字コードに互換のある文字を使用

してください。

業務処理実行アプリケーションの引数にASCII以外の文字を入出力する場合は、コマンドを実行したロケールとUCS2で文字コードに

互換のある文字を使用してください。

19.1.6.70 FSP_INTS-BAS_AP28781
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28781: Failed in loading the definition file. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28781: Interstage以外のJavaEE実行環境を使用する場合に必要な定義ファイルの読み込みに失

敗しました:詳細=s*

［可変情報］

s*: 詳細情報

［意味］

Interstage以外のJavaEE実行環境を使用する場合に必要な定義ファイル(APS_free.xml)の読み込みに失敗しました。

［ユーザーの対処］

定義ファイルが存在しているかどうか、確認してください。存在しない場合、“Interstage以外のJavaEE実行環境を使用する場合に必要

な定義ファイルの記述”を参照して定義ファイルを作成してください。

定義ファイルが存在している場合、apfwsubflowコマンドを実行したユーザーが定義ファイルを読み込む権限をもっているかどうか、確

認してください。権限を持っていない場合、各OSの仕様に従い権限を追加してください。

詳細に、XMLパーサのエラーメッセージが表示されている場合、“Interstage以外のJavaEE実行環境を使用する場合に必要な定義ファ

イルの記述”を参照して修正してください。

上記で対応できない場合、詳細に出力しているOSのエラーコードを参照して対処してください。

APS_free.xml の存在するパスは以下です。

[Interstageのインストールディレクトリ]\BAS\etc\JavaBatch\def\APS_free.xml

/opt/FJSVibs/etc/JavaBatch/def/APS_free.xml

19.1.6.71 FSP_INTS-BAS_AP28782
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28782: Improper the definition file. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28782: Interstage以外のJavaEE実行環境を使用する場合に必要な定義ファイルに誤りがありま

す:詳細=s*

［可変情報］

s*: 詳細情報
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［意味］

Interstage以外のJavaEE実行環境を使用する場合に必要な定義ファイル(APS_free.xml)に誤りを検出しました。

［ユーザーの対処］

詳細情報に、XMLパーサのエラーメッセージ、誤りを検出したタグ、もしくはエラー情報を表示します。

・ XMLパーサのエラーメッセージ、誤りを検出したタグが表示された場合

該当する部分を“Interstage以外のJavaEE実行環境を使用する場合に必要な定義ファイルの記述”を参照して修正してください。

詳細にエラーの箇所の指摘が無い場合、APS_free.xml ファイルが誤っていないか確認してください。正しい場合は、“18.4 調査

資料の採取について”を参照して対処してください。

APS_free.xml の存在するパスは以下です。

[Interstageのインストールディレクトリ]\BAS\etc\JavaBatch\def\APS_free.xml

/opt/FJSVibs/etc/JavaBatch/def/APS_free.xml

・ エラー情報が表示された場合

エラー情報により以下の対処を行ってください。

詳細情報に含まれる文字列 対処

illegal double-quote 定義ファイル中にダブルクォートの対応が誤っている箇所があり

ます。“Interstage以外のJavaEE実行環境を使用する場合に必要

な定義ファイルの記述”を参照して修正してください。

system error メモリ不足が発生しました。メモリ不足の解消および不要なアプリ

ケーションを終了してください。頻発する場合は、“18.4 調査資料

の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡し

てください。

internal error “18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、

技術員に連絡してください。

19.1.6.72 FSP_INTS-BAS_AP28783
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28783: System error occurred. detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28783: システムエラーが発生しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*: エラー詳細

［意味］

Interstage以外のJavaEE実行環境を使用する場合に必要な定義ファイル(APS_free.xml)の読み込み時に、システムエラーが発生しま

した。

［ユーザーの対処］

詳細に出力する情報により対処してください。

詳細情報に含まれる文字列 対処

system error メモリ不足が発生しました。メモリ不足の解消および不要なアプリ

ケーションを終了してください。頻発する場合は、“18.4 調査資料の

採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してく

ださい。

internal error “18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技

術員に連絡してください。

19.1.6.73 FSP_INTS-BAS_AP28784
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28784: System error occurred. detail=s*
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FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28784: システムエラーが発生しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*: エラー詳細

［意味］

apfwsubflow コマンド実行時に、javaの実行でシステムエラーが発生しました。

［ユーザーの対処］

“18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取した後、技術員に連絡してください。

19.1.6.74 FSP_INTS-BAS_AP28785
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28785: Failed in the execution of flow. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28785: フローの実行に失敗しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*: エラー詳細

［意味］

apfwsubflow コマンドが正常に完了しませんでした。フローが未起動、または、システムログ(Windows(R)の場合はイベントログ)にエ

ラーを出力してフローは終了状態となっています。

［ユーザーの対処］

詳細に28400～28499 のエラーが表示されている場合は、その対処を行ってください。表示されていない場合は、システムログ(Windows(R)
の場合はイベントログ)に出力されているエラーの対処を行ってください。

また、“10.2.2.1 apfwsubflowコマンド(一括処理型)の場合”を参照して対象となるフローの実行結果を確認してください。

19.1.6.75 FSP_INTS-BAS_AP28790
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28790: The backup succeeded.

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28790: バックアップが成功しました

［意味］

バックアップが成功しました。

19.1.6.76 FSP_INTS-BAS_AP28791
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28791: The backup was failed. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28791: バックアップに失敗しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*: 詳細コード

［意味］

(s*)に示す原因によりバックアップが失敗しました。

［ユーザーの対処］

詳細コード(s*)に対応する以下のいずれかの対処を実施してください。

詳細コード(s*) 対処方法

mkdir バックアップ先に指定したディレクトリに既にバックアップ資

源が格納されているか、ディレクトリの作成に失敗しました。

バックアップ資源が格納されていないディレクトリを指定し

てください。

xcopy_var_flowdef バックアップ先のディレクトリの容量が不足している場合は

バックアップ資源を格納するのに十分な容量が確保されて

いるディレクトリを指定してください。その他の場合は、直前

に出力されているOSのメッセージを参考に対処してくださ

い。

xcopy_etc_def

xcopy_etc_system
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詳細コード(s*) 対処方法

 

destination exists

バックアップ先に指定したディレクトリに既にバックアップ資

源が格納されています。バックアップ資源が格納されてい

ないディレクトリを指定してください。

上記以外の場合 “18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取し

た後、技術員に連絡してください。

19.1.6.77 FSP_INTS-BAS_AP28792
FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 28792: The restore succeeded.

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28792: リストアが成功しました

［意味］

リストアが成功しました。

19.1.6.78 FSP_INTS-BAS_AP28793
FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 28793: The restore was failed. : detail=s*

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28793: リストアに失敗しました: 詳細=s*

［可変情報］

s*: 詳細コード

［意味］

(s*)に示す原因によりリストアが失敗しました。

［ユーザーの対処］

詳細コード(s*)に対応する以下のいずれかの対処を実施してください。

詳細コード(s*) 対処方法

xcopy_var_flowdef リストア先となるInterstage Job Workload Serverのインストー

ルディレクトリの容量が不足している場合は、リストア資源を

格納するのに十分な容量が確保されているディレクトリに

製品をインストールしてください。その他の場合は、直前に

出力されているOSのメッセージを参考に対処してください。

xcopy_etc_def

xcopy_etc_system

apfwrmmngr Interstageが停止している場合は、Interstageが起動してい

る状態でリストアを実行してください。その他の場合は、直

前に出力されているapfwrmmngrコマンドのエラーメッセー

ジを参考に対処してください。

apfwmkmngr Interstageが停止している場合は、Interstageが起動してい

る状態でリストアを実行してください。その他の場合は、直

前に出力されているapfwmkmngrコマンドのエラーメッセー

ジを参考に対処してください。

pushd Interstage Job Workload Serverが正しくインストールされて

いるか確認してください。

rstore_runit Interstageが停止している場合は、Interstageが起動してい

る状態でリストアを実行してください。その他の場合は、直

前に出力されているエラーメッセージを参考に対処してく

ださい。

BackUp-Dir does not exist 指定されたバックアップ先ディレクトリが存在しません。正し

いバックアップ先ディレクトリを指定して、再度コマンドを実

行してください。

上記以外の場合 “18.4 調査資料の採取について”を参照し、資料を採取し

た後、技術員に連絡してください。
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19.1.7 FSP_INTS-BAS_AP29000番台のメッセージ

19.1.7.1 FSP_INTS-BAS_AP29000
 

FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 29000: Failed to display exclusive information.
 

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 29000: ファイルの排他情報の表示に失敗しました。

［可変情報］

なし

［意味］

ファイルの排他情報の表示に失敗しました。

コマンドの処理を中断します。

［ユーザーの対処］

直前のエラーメッセージに従って対処してください。

19.1.7.2 FSP_INTS-BAS_AP29001
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29001: Invalid option. : opt='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29001: 不正なオプションが指定されました: オプション名='%s1'

［可変情報］

%s1…オプション名

［意味・システムの処理］

%s1に示す不正なオプションが指定されています。

コマンドの処理を中断します。

［ユーザーの対処］

オプションを正しく指定し、コマンドを再度実行してください。

19.1.7.3 FSP_INTS-BAS_AP29002
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29002: Invalid parameter. : prm='%s1', val='%s2'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29002: 不正なパラメタが指定されました: オプション名='%s1', オプション値='%s2'

［可変情報］

%s1…オプション名

%s2…オプション値

［意味・システムの処理］

%s1と%s2で示すオプション値が誤っています。

コマンドの処理を中断します。

［ユーザーの対処］

オプション値を正しく指定し、コマンドを再度実行してください。

19.1.7.4 FSP_INTS-BAS_AP29003
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29003: Duplicate option. : opt='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29003: オプションが重複しています: オプション名='%s1'

［可変情報］

%s1…オプション名

［意味・システムの処理］

%s1で示すオプションを複数指定しました。

コマンドの処理を中断します。
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［ユーザーの対処］

オプションを正しく指定し、コマンドを再度実行してください。

19.1.7.5 FSP_INTS-BAS_AP29004
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29004: Invalid combination of options. : opt='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29004: 排他の関係にあるオプションを同時に指定しています: オプション名='%s1'

［可変情報］

%s1…オプション名

［意味・システムの処理］

排他の関係にある%s1で示すオプションを同時に指定しました。

コマンドの処理を中断します。

［ユーザーの対処］

オプションを正しく指定し、コマンドを再度実行してください。

19.1.7.6 FSP_INTS-BAS_AP29005
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29005: Parameter length exceeds the limit. : prm='%s1', val='%s2'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29005: パラメタ長が制限値を超過しています: オプション名='%s1', オプション値='%s2'

［可変情報］

%s1…オプション名

%s2…オプション値

［意味・システムの処理］

コマンドの実行に失敗しました。%s1と%s2で示すオプションについて、以下の原因が考えられます。

%s1にオプションが複数出力されていた場合

ディレクトリ名の長さとファイル名の長さの合計が半角255文字を超えています。

オプションが1つだけ出力されていた場合

指定したオプション値の長さが制限を超えています。

［ユーザーの対処］

ディレクトリ名とファイル名の長さが半角255文字に収まるように指定し、コマンドを再度実行してください。

オプション値を正しく指定し、コマンドを再度実行してください。

19.1.7.7 FSP_INTS-BAS_AP29006
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29006: Unnecessary parameter. : prm='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29006: 不要なパラメタが指定されています: パラメタ='%s1'

［可変情報］

%s1…パラメタ

［意味・システムの処理］

%s1で示すパラメタは、不要な指定です。

コマンドの処理を中断します。

［ユーザーの対処］

不要なパラメタを取り除き、コマンドを再度実行してください。

19.1.7.8 FSP_INTS-BAS_AP29007
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29007: A file or a directory does not exist or be broken. : path='%s1'
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FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29007: ファイルが破壊されています: ファイル名='%s1'

［可変情報］

%s1…制御ファイル名またディレクトリ名

［意味・システムの処理］

インストールパッケージに含まれているファイルまたはディレクトリが存在しません。

コマンドの処理を中断します。

［ユーザーの対処］

以下のいずれかの対処を行ってください。

・ 製品の再インストールを実施してください。

・ クラスタシステムの場合、共有ディスクへのシンボリックリンクが作成されているか確認してください。シンボリックリンクが作成されて

いない場合は作成してください。

19.1.7.9 FSP_INTS-BAS_AP29008
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29008: The number of open files on the system exceeds the limit.
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29008: システム内でオープンできるファイルの数が上限を超えました

［可変情報］

なし

［意味・システムの処理］

システム内でオープンできるファイルの数が上限を超えました。

コマンドの処理を中断します。

［ユーザーの対処］

必要に応じてシステムパラメタに定義されているシステムで使用可能なファイルディスクリプタ数を増やしてください。

19.1.7.10 FSP_INTS-BAS_AP29009
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29009: The number of open files in a process exceeds the limit.
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29009: プロセス内でオープンできるファイルの数が上限を超えました

［可変情報］

なし

［意味・システムの処理］

プロセス内でオープンできるファイルの数が上限を超えました。

コマンドの処理を中断します。

［ユーザーの対処］

ulimitコマンドを使用して、プロセスで使用可能なファイルディスクリプタ数を増やし、コマンドを再度実行してください。

19.1.7.11 FSP_INTS-BAS_AP29010
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29010: Insufficient memory.
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29010: メモリ不足が発生しました

［可変情報］

なし

［意味・システムの処理］

メモリ不足が発生しました。

コマンドの処理を中断します。

［ユーザーの対処］

メモリ、またはスワップ領域を追加してください。
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19.1.7.12 FSP_INTS-BAS_AP29011
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29011: I/O error. : path='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29011: 入出力障害が発生しました: パス名='%s1'

［可変情報］

%s1…パス名

［意味・システムの処理］

%s1で示すファイルに入出力エラーが発生しました。

コマンドの処理を中断します。

［ユーザーの対処］

入出力エラーが発生した%s1のファイルが格納されているディスクを復旧してください。

19.1.7.13 FSP_INTS-BAS_AP29012
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29012: No permission to access file. : path='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29012: ファイルにアクセス権がありません: パス名='%s1'

［可変情報］

%s1…パス名

［意味・システムの処理］

%s1で示すファイル、またはディレクトリにアクセス権がありません。

コマンドの処理を中断します。

［ユーザーの対処］

ファイル、またはディレクトリのアクセス権を確認してください。

権限が不足している場合は、ファイル、またはディレクトリのアクセス権を追加してください。

19.1.7.14 FSP_INTS-BAS_AP29013
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29013: Insufficient disk space. : path='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29013: ディスクの容量不足が発生しました: パス名='%s1'

［可変情報］

%s1…パス名

［意味・システムの処理］

%s1で示すディスクの容量が不足しています。

コマンドの処理を中断します。

［ユーザーの対処］

%s1のディスクの不要なファイルを削除するか、またはディスクの容量を増やしてください。

19.1.7.15 FSP_INTS-BAS_AP29014
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29014: No permission to execute command.
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29014: コマンドを実行する権限がありません

［可変情報］

なし

［意味・システムの処理］

権限がないため、本コマンドを実行できません。

- システム管理者用コマンドを一般ユーザ権限で実行した。
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［ユーザーの対処］

ユーザの権限および所属しているグループを確認してください。

権限がない場合は、システム管理者にコマンドの実行を依頼してください。

19.1.7.16 FSP_INTS-BAS_AP29015
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29015: Cannot execute because of high system load.
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29015: システムが高負荷状態のため実行できません

［可変情報］

なし

［意味・システムの処理］

システムの負荷が高いためコマンドの実行に失敗しました。

［ユーザーの対処］

しばらく待ってから、コマンドを再度実行してください。

本メッセージが頻繁に出力される場合は、ObjectDirectorのタイムアウト値の指定を確認してください。

19.1.7.17 FSP_INTS-BAS_AP29016
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29016: Cannot execute because another relative command is in execution.
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29016: 他のコマンドが実行中のため、本コマンドは実行できません

［可変情報］

なし

［意味・システムの処理］

同時に実行できないコマンドが実行中です。

コマンドの実行に失敗しました。

［ユーザーの対処］

すでに実行中のコマンドが終了してから、コマンドを再度実行してください。

19.1.7.18 FSP_INTS-BAS_AP29017
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29017: System call error. : systemcall='%s1', errno='%s2', source
filename='%s3', line='%s4'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29017: システムコールでエラーが発生しました: システムコール名='%s1', エラー番号
='%s2', ファイル名='%s3', 行番号='%s4'

［可変情報］

%s1…システムコール名または関数名

%s2…システムコールのエラー番号

%s3…発生したソースファイル名

%s4…発生したソースファイルの行番号

［意味・システムの処理］

%s1で示すシステムコールで%s2のエラーが発生しました。

コマンドの処理を中断します。

［ユーザーの対処］

システムコールのエラー原因を取り除いてください。

19.1.7.19 FSP_INTS-BAS_AP29018
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29018: Error on command execution. : exception='%s1', minor code='%s2'
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FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29018: コマンド実行中にエラーが発生しました: 例外情報='%s1', マイナーコード='%s2'

［可変情報］

%s1…ObjectDirectorから通知された例外情報

%s2…ObjectDirectorから通知されたマイナーコード

［意味・システムの処理］

コマンドの実行中に異常が発生しました。

以下のいずれかの原因が考えられます。

- バッチマネージャが起動されていません。または起動停止処理中です

- ObjectDirectorで異常が発生しました

- コマンドの実行権限がありません

［ユーザーの対処］

以下のいずれかの対処を行ってください。

・ 例外情報とマイナーコードに“*”が出力されている場合は、ファイル管理を起動後、コマンドを再度実行してください。

・ 例外情報とマイナーコードに“*”以外が出力されている場合、ObjectDirectorのマニュアルを参照し、例外情報とマイナーコードを

もとにエラー原因を取り除いた後、コマンドを再度実行してください。

例外情報とマイナーコードに示された対処方法が「サーバアプリケーションを起動してください」の場合は、バッチマネージャを再

度起動してください。

19.1.7.20 FSP_INTS-BAS_AP29019
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29019: File manager is not in operation.
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29019: ファイル管理機能が動作していません

［可変情報］

なし

［意味・システムの処理］

バッチマネージャが開始されていない状態でコマンドを実行したため、コマンドの実行に失敗しました。

［ユーザーの対処］

バッチマネージャを開始してから、再度コマンドを実行してください。

19.1.7.21 FSP_INTS-BAS_AP29020
 

FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 29020: Exclusive information does not exist.
 

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 29020: 排他情報が存在しません

［可変情報］

なし

［意味・システムの処理］

入力された条件に該当するファイルの排他情報がありません。

コマンドの処理を終了します。

［ユーザーの対処］

・ -n フロー名を指定していた場合

該当するフロー名に対応する排他情報がありません。フロー名が誤っている可能性があります。

フロー名を変更して

コマンドを再度実行してください。

・ -f ファイル名を指定していた場合

該当するファイル名に対応する排他情報がありません。 ファイル名が誤っている可能性があります。ファイル名を変更しコマンドを

再度実行してください。

・ -n フロー名、および-f ファイル名を省略していた場合

該当するファイルの排他情報がありません。
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19.1.7.22 FSP_INTS-BAS_AP29021
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29021: The number of symbolic links exceeds the limit. : path='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29021: シンボリックリンクの数の上限を超えました: パス名='%s1'

［可変情報］

%s1…パス名

［意味・システムの処理］

%s1で示すパス名に存在するシンボリックリンクの数が上限を超えたため、パスの解析ができませんでした。

コマンドの実行に失敗しました。

［ユーザーの対処］

ファイル、またはディレクトリを確認してください。

シンボリックリンクをしている場合は、別のディレクトリやリンク先のファイル、またはリンク先のディレクトリに変更したあと、コマンドを再度

実行してください。

19.1.7.23 FSP_INTS-BAS_AP29022
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29022: Insufficient system resource. : system resource='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29022: システム資源が不足しました: システム資源='%s1'

［可変情報］

%s1…システム資源

［意味・システムの処理］

%s1で示すシステム資源に不足が発生したため、コマンドの実行に失敗しました。

以下の不足が考えられます。

- メモリ不足が発生している

- IPC資源不足が発生している

［ユーザーの対処］

以下のいずれかの対処をしてください。

原因を取り除いたあと、コマンドを再度実行してください。

・ メモリ不足の場合

メモリまたはスワップ領域を追加してください。

・ IPC資源不足の場合

システムパラメタをチューニングしてください。

19.1.7.24 FSP_INTS-BAS_AP29023
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29023: System call error. : systemcall='%s1', errno='%s2', name='%s3',
source filename='%s4', line='%s5'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29023: システムコールでエラーが発生しました: システムコール名='%s1', エラー番号
='%s2', ファイル名='%s3', ソースファイル名='%s4', 行番号='%s5'

［可変情報］

%s1…システムコール名または関数名

%s2…システムコールのエラー番号

%s3…ファイル名またはディレクトリ名

%s4…発生したソースファイル名

%s5…発生したソースファイルの行番号

［意味・システムの処理］

%s1で示すシステムコールで%s3のファイルに対する%s2のエラーが発生しました。

コマンドの処理を中断します。
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［ユーザーの対処］

システムコールのエラー原因を取り除いてください。

19.1.7.25 FSP_INTS-BAS_AP29024
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29024: System error. : errinfo='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29024: システムエラーが発生しました: エラー情報='%s1'

［可変情報］

%s1…保守情報

［意味・システムの処理］

コマンド実行中にシステムエラーが発生しました。

コマンドの処理を中断します。

［ユーザーの対処］

apfwcollectinfoコマンドを使用して調査情報を採取したあと、技術員に連絡してください。

19.1.7.26 FSP_INTS-BAS_AP29050
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29050: Error has occurred while executing the flow. : flow name='%s1',
Correlation ID ='%s2', application='%s3', resource name='%s4', exception='%s5', minor code='%s6'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29050: フロー実行中に異常が発生しました: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2',
アプリケーション='%s3', 資源名='%s4', 例外情報='%s5', マイナーコード='%s6'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…ObjectDirectorから通知された例外情報

%s6…ObjectDirectorから通知されたマイナーコード

［意味・システムの処理］

%s1で示すフロー、または%s3のアクティビティの実行中に異常が発生しました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

以下のいずれかの原因が考えられます。

・ObjectDirectorで異常が発生しました

［ユーザーの対処］

ObjectDirectorのマニュアルを参照し、例外情報とマイナーコードをもとにエラー原因を取り除いたあと、フローを再度投入してくださ

い。

例外情報とマイナーコードに示された対処方法が「サーバアプリケーションを起動してください」の場合は、バッチマネージャーを再度

起動してください。

19.1.7.27 FSP_INTS-BAS_AP29051
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29051: Cannot execute the flow or activity because of high system load. : flow
name='%s1', Correlation ID='%s2', application='%s3', resource name='%s4'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29051: システムが高負荷状態のためフローが実行できません: フロー名='%s1', コリレー
ションID='%s2', アプリケーション='%s3', 資源名='%s4'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名
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［意味・システムの処理］

システムの負荷が高いため%s1で示すフロー、または%s3のアクティビティを実行できません。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

しばらく待ってから、フローを再度投入してください。

本メッセージが頻繁に出力される場合は、ObjectDirectorのタイムアウト値の指定を見直してください。

19.1.7.28 FSP_INTS-BAS_AP29052
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29052: Failed to delete file. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2',
application='%s3', resource name='%s4', filename='%s5', path='%s6'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29052: ファイルの削除に失敗しました: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2', アプリ
ケーション='%s3', 資源名='%s4', ファイル名='%s5', パス名='%s6'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…ファイル名

%s6…パス名

［意味・システムの処理］

%s5で示すファイルの削除に失敗しました。 
フロー、またはアクティビティは異常終了します。

なお、以下の場合は、異常終了しません。

・フロー後処理でファイルの削除に失敗した場合。

・フローの削除操作時にファイルの削除に失敗した場合。

［ユーザーの対処］

必要に応じてファイルを削除してください。

19.1.7.29 FSP_INTS-BAS_AP29053
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29053: Insufficient memory. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2',
application='%s3', resource name='%s4'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29053: メモリ不足が発生しました: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2', アプリケーション
='%s3', 資源名='%s4'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

［意味・システムの処理］

メモリ不足が発生しました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

メモリ、またはスワップ領域の追加してください。

19.1.7.30 FSP_INTS-BAS_AP29054
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29054: System Error occurred at file manager. : flow name='%s1', Correlation
ID='%s2', application='%s3', resource name='%s4', errinf='%s5'
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FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29054: ファイル管理機能でシステムエラーが発生しました: フロー名='%s1', コリレーション
ID='%s2', アプリケーション='%s3', 資源名='%s4', 保守情報='%s5'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…保守情報

［意味・システムの処理］

フロー、またはアクティビティの実行中にシステムエラーが発生しました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

apfwcollectinfoコマンドを使用して調査情報を採取したあと、技術員に連絡してください。

19.1.7.31 FSP_INTS-BAS_AP29055
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29055: File already exists. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2',
application='%s3', resource name='%s4', filename='%s5', path='%s6'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29055: ファイルが既に存在しています: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2', アプリ
ケーション='%s3', 資源名='%s4', ファイル名='%s5', パス名='%s6'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…ファイル名

%s6…パス名

［意味・システムの処理］

ファイルを新規に作成しようとしましたが、すでに同一名のファイルが割当て先のディレクトリに存在しました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

以下のフロー定義の指定を確認し、正しい指定に修正してください。

・ ディレクトリ名

・ ファイル名

19.1.7.32 FSP_INTS-BAS_AP29056
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29056: Fatal Error occurred at file manager while executing the flow or
activity. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2', application='%s3', resource name='%s4'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29056: フロー実行中にファイル管理機能で重大な異常が発生しました: フロー名='%s1',
コリレーションID='%s2', アプリケーション='%s3', 資源名='%s4'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

［意味・システムの処理］

ファイル管理機能で重大な異常が発生したため、%s1で示すフロー、または%s3のアクティビティの実行に失敗しました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。
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［ユーザーの対処］

フロー実行中にリソースユニットを強制停止した場合に出力されることがあります。

それ以外で本メッセージが出力された場合は、システムログ（Windows(R)の場合はイベントログ)に出力されているメッセージの対処に

従って原因を取り除いた後、バッチマネージャを再度起動し、フローを再度投入してください。メッセージが出力されていない場合およ

び対処できない場合は、apfwcollectinfoコマンドを使用して調査情報を採取したあと、技術員に連絡してください。

19.1.7.33 FSP_INTS-BAS_AP29057
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29057: System call error. : systemcall='%s1', exception='%s2', source
filename='%s3'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29057: システムコールでエラーが発生しました: システムコール名='%s1', 例外情報='%s2',
ファイル名='%s3'

［可変情報］

%s1…システムコール名または関数名

%s2…例外情報

%s3…発生したソースファイル名

［意味・システムの処理］

フローの実行中に%s1で示すシステムコールでエラーが発生しました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

システムコールのエラー原因を取り除いてください。

19.1.7.34 FSP_INTS-BAS_AP29058
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29058: Insufficient memory.
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29058: メモリ不足が発生しました

［可変情報］

なし

［意味・システムの処理］

フローの実行中にメモリ不足が発生しました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

メモリ、またはスワップ領域を追加してください。

19.1.7.35 FSP_INTS-BAS_AP29059
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29059: System error. : ERRINF='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29059: システムエラーが発生しました: エラー情報='%s1'

［可変情報］

%s1…エラー情報

［意味・システムの処理］

フローの実行中にシステムエラーが発生しました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

apfwcollectinfoコマンドを使用して調査情報を採取したあと、技術員に連絡してください。

19.1.7.36 FSP_INTS-BAS_AP29060
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29060: File manager is not in operation.
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FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29060: ファイル管理機能が利用できない状態です

［可変情報］

なし

［意味・システムの処理］

以下のいずれかの事象が発生しました。

・ バッチマネージャが起動処理中にフローを投入したため

フローの実行に失敗しました。

・ フロー削除の実行時にファイル管理機能が停止していました。

・ バッチマネージャを自動起動（apfwmkmngrコマンドに-autoオプションを指定）した環境でファイル管理機能を利用するフローが投

入されました。

・ フロー実行中にファイル管理機能が停止ししたため

フローの実行に失敗しました。

［ユーザーの対処］

バッチマネージャが起動処理中にフローを投入した場合は、しばらく待ってから、フローを再度投入してください。

フローの削除を行った場合は、本メッセージは無視してください。

バッチマネージャを自動起動（apfwmkmngrコマンドに-autoオプションを指定）した環境でファイル管理機能を利用するフローを投入し

た場合は、バッチマネージャを再起動（apfwstopmngrコマンド実行後にapfwstartmngrコマンド実行）してください。

それ以外で本メッセージが出力された場合は、apfwcollectinfoコマンドを使用して調査情報を採取したあと、技術員に連絡してくださ

い。

19.1.7.37 FSP_INTS-BAS_AP29061
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29061: Failed to create file. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2',
application='%s3', resource name='%s4', filename='%s5', path='%s6', exception='%s7'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29061: ファイルの作成に失敗しました: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2', アプリ
ケーション='%s3', 資源名='%s4', ファイル名='%s5', パス名='%s6', 保守情報='%s7'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…ファイル名

%s6…パス名

%s7…保守情報

［意味・システムの処理］

%s5で示すファイルの作成に失敗しました。 
フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

以下のいずれかの対処を行ってください。

・ %s6で示すパスがディレクトリかを確認し、ディレクトリでない場合は、正しいディレクトリを指定してください。

・ フロー定義と実行するユーザの権限を確認し、正しい指定と権限に修正してください。フロー定義には、実行するユーザの権限が

ある割当先のディレクトリを指定してください。

・ %s5で示すディスクの容量を確認し、不足している場合は%s5のディスクの不要なファイルを削除するか、またはディスクの容量を

増やしてください。

・ %s5のファイルが格納されているディスクで入出力エラーが発生していないかを確認し、入出力エラーが発生している場合はディ

スクを復旧してください。

上記のいずれでも対処できない場合は、apfwcollectinfoコマンドを使用して調査情報を採取したあと、技術員に連絡してください。
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19.1.7.38 FSP_INTS-BAS_AP29062
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29062: Resource definition is not correct. : flow name='%s1', Correlation
ID='%s2', application='%s3', detail='%s4'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29062: フローの資源定義に誤りがあります: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2',
アプリケーション='%s3', 詳細情報='%s4'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…詳細情報

［意味・システムの処理］

%s1で示すフローの資源定義に誤りがあります。 
フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

%s4で示す情報に従って以下の内容を見直してください。

・ 資源定義

フロー実行コマンドおよびフロー実行APIで指定した業務データの初期値

・ フロー前処理で設定した業務データの値

または、資源定義情報が破壊されている可能性がありますので、資源定義を再登録してください。

19.1.7.39 FSP_INTS-BAS_AP29063
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29063: The analysis of resource definition went wrong. : flow name='%s1',
Correlation ID='%s2', application='%s3', detail='%s4'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29063: 資源定義の解析に失敗しました: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2', アプ
リケーション='%s3', 詳細情報='%s4'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…詳細情報

［意味・システムの処理］

資源定義の解析に失敗しました。資源定義が破壊されている可能性があります。 
フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

資源定義の再登録を行ったうえで、再度処理を実行してください。

19.1.7.40 FSP_INTS-BAS_AP29100
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29100: The number of open files on the system exceeds the limit. : flow
name='%s1', Correlation ID='%s2', application='%s3', resource name='%s4'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29100: システム内でオープンできるファイルの数が上限を超えました: フロー名='%s1',
コリレーションID='%s2', アプリケーション='%s3', 資源名='%s4'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名
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［意味・システムの処理］

システム内でオープンできるファイルの数が上限を超えました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

必要に応じてシステムパラメタに定義されているシステムで使用可能なファイルディスクリプタ数を増やしてください。

19.1.7.41 FSP_INTS-BAS_AP29101
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29101: The number of open files in a process exceeds the limit. : flow
name='%s1', Correlation ID='%s2', application='%s3', resource name='%s4'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29101: プロセス内でオープンできるファイルの数が上限を超えました: フロー名='%s1',
コリレーションID='%s2', アプリケーション='%s3', 資源名='%s4'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

［意味・システムの処理］

プロセス内でオープンできるファイルの数が上限を超えました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

ulimitコマンドを使用して、プロセスで使用可能なファイルディスクリプタ数を増やし、フローを再度投入してください。

19.1.7.42 FSP_INTS-BAS_AP29102
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29102: Insufficient system resource. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2',
application='%s3', resource name='%s4', system resource='%s5'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29102: システム資源で不足が発生しました: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2',
アプリケーション='%s3', 資源名='%s4', システム資源='%s5'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…システム資源

［意味・システムの処理］

%s5で示すシステム資源で不足が発生しました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

以下の不足が考えられます。

- メモリ不足が発生している

- IPC資源不足が発生している

［ユーザーの対処］

以下のいずれかの対処をしてください。

・ メモリ不足の場合

メモリまたはスワップ領域を追加してください

・ IPC資源不足の場合

システムパラメタをチューニングしてください

19.1.7.43 FSP_INTS-BAS_AP29103
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FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29103: Insufficient memory. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2',
application='%s3', resource name='%s4'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29103: メモリ不足が発生しました: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2', アプリケーション
='%s3', 資源名='%s4'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

［意味・システムの処理］

メモリ不足が発生しました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

メモリ、またはスワップ領域を追加してください。

19.1.7.44 FSP_INTS-BAS_AP29104
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29104: I/O error. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2', application='%s3',
resource name='%s4', path='%s5'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29104: 入出力障害が発生しました: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2', アプリケー
ション='%s3', 資源名='%s4', パス名='%s5'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…パス名

［意味・システムの処理］

%s5で示すファイルに入出力エラーが発生しました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

入出力エラーが発生した%s5のファイルが格納されているディスクを復旧してください。

19.1.7.45 FSP_INTS-BAS_AP29105
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29105: No permission to access file. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2',
application='%s3', resource name='%s4', path='%s5'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29105: ファイルのアクセス件がありません: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2', ア
プリケーション='%s3', 資源名='%s4', パス名='%s5'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…パス名

［意味・システムの処理］

%s5で示すファイル、またはディレクトリにアクセス権がありません。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。
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［ユーザーの対処］

ファイル、またはディレクトリのアクセス権を確認してください。

権限が不足している場合は、ファイル、またはディレクトリのアクセス権を追加してください。

19.1.7.46 FSP_INTS-BAS_AP29106
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29106: Insufficient disk space. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2',
application='%s3', resource name='%s4', path='%s5'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29106: ディスクの容量不足が発生しました: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2', ア
プリケーション='%s3', 資源名='%s4', パス名='%s5'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…パス名

［意味・システムの処理］

%s5で示すディスクの容量が不足しています。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

%s5のディスクの不要なファイルを削除するか、またはディスクの容量を増やしてください。

19.1.7.47 FSP_INTS-BAS_AP29107
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29107: The number of symbolic links exceeds the limit. : flow name='%s1',
Correlation ID='%s2', application='%s3', resource name='%s4', path='%s5'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29107: シンボリックリンクの数が上限を超えました: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2',
アプリケーション='%s3', 資源名='%s4', パス名='%s5'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…ファイル名

%s6…パス名

［意味・システムの処理］

%s6に示すシンボリックリンクの数が上限を超えたため、パスの解析が出来ませんでした。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

ファイルまたはディレクトリを確認してください。

シンボリックリンクしている場合は、別ディレクトリ、リンク先のファイルまたはリンク先のディレクトリに変更してください。

19.1.7.48 FSP_INTS-BAS_AP29108
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29108: System call error. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2',
application='%s3', resource name='%s4', systemcall='%s5', errno='%s6', source filename='%s7', line='%s8'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29108: システムコールでエラーが発生しました: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2',
アプリケーション='%s3', 資源名='%s4', 関数名='%s5', エラー番号='%s6', ソースファイル名='%s7', 行番号='%s8'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
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%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…システムコール名または関数名

%s6…システムコールのエラー番号

%s7…エラーの発生したソースファイル名

%s8…エラーの発生したソースファイルの行番号

［意味・システムの処理］

%s5で示すシステムコールで%s6のエラーが発生しました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

%s6のエラー番号からエラー原因を調査し、原因を取り除いてください。

19.1.7.49 FSP_INTS-BAS_AP29110
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29110: System error. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2',
application='%s3', resource name='%s4', errinf='%s5'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29110: システムエラーが発生しました: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2', アプリ
ケーション='%s3', 資源名='%s4', 保守情報='%s5'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…保守情報

［意味・システムの処理］

フローの実行中に、システムエラーが発生しました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

apfwcollectinfoコマンドを使用して調査情報を採取したあと、技術員に連絡してください。

19.1.7.50 FSP_INTS-BAS_AP29111
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29111: File is in use. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2',
application='%s3', resource name='%s4', path='%s5'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29111: ファイルは使用中です: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2', アプリケーション
='%s3', 資源名='%s4', パス名='%s5'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…パス名

［意味・システムの処理］

他のフローがすでにファイルを使用しています。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

以下のフロー定義の指定を確認し、正しい指定に修正してください。

・ ディレクトリ名

・ ファイル名

・ 資源の作成・使用方法
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フロー定義の指定が正しい場合は、ファイルの排他状況の表示コマンドにて、ファイルの排他相手を確認してください。排他相手のフ

ローが終了するのを確認してください。

19.1.7.51 FSP_INTS-BAS_AP29112
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29112: The order of executing the flow operating is illegal. : flow name='%s1',
Correlation ID='%s2', application='%s3', request='%s4', flow status='%s5', activity status='%s6'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29112: フロー運用の処理の実行順序が不正です: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2',
アプリケーション='%s3', 処理種別='%s4', フローの動作ステータス='%s5', アクティビティの動作ステータス='%s6'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…処理種別

%s5…フローの動作ステータス

%s6…アクティビティの動作ステータス

［意味・システムの処理］

フロー運用の処理の実行順序が不正です。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

フロー実行中にリソースユニットを強制停止した場合に出力されることがあります。

それ以外で本メッセージが出力された場合は、apfwcollectinfoコマンドで調査資料を採取し、技術員に連絡してください。

19.1.7.52 FSP_INTS-BAS_AP29113
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29113: Application information already exists. : flow name='%s1', Correlation
ID='%s2', application='%s3', resource name='%s4'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29113: １つのフローに同じアプリケーションが重複して定義されています: フロー名='%s1',
コリレーションID='%s2', アプリケーション='%s3', 資源名='%s4'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

［意味・システムの処理］

%s１で示す１つのフローに%s3のアプリケーションが重複して定義されています。

%s1のフローは異常終了します。

［ユーザーの対処］

フロー定義内の%s1のフローに、%s3のアプリケーション名が重複して定義されてないか確認し、フロー定義を正しく修正してくださ

い。

なお、フローの再実行はできませんので、フローの削除を行った後、修正したフロー定義の登録を行い、新しくフローを実行してくださ

い。

19.1.7.53 FSP_INTS-BAS_AP29114
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29114: Resource information already exists. : flow name='%s1', Correlation
ID='%s2', application='%s3', resource name='%s4'
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FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29114: すでに資源情報が存在します: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2', アプリ
ケーション='%s3', 資源名='%s4'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

［意味・システムの処理］

フロー定義の資源の指定方法に以下の誤りがあります。

・%s3で示す１つのアクティビティに%s4の資源名が重複して定義されています。

・同一のファイルがほかの資源名で指定されています。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

フロー定義内の%s3のアクティビティに対して、以下のいずれかの対処を行ってください。

・ %s4の資源名が重複して定義されてないか確認してください。

・ 同一のファイルがほかの資源名で指定されていないか確認してください。

フロー定義を正しく修正してください。

なお、フローの再実行はできませんので、フローの削除を行った後、修正したフロー定義の登録を行い、新しくフローを実行してくださ

い。

19.1.7.54 FSP_INTS-BAS_AP29115
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29115: Resources information of prior activity does not exist. : flow
name='%s1', Correlation ID='%s2', application='%s3', resource name='%s4'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29115: 先行するアクティビティの資源情報が存在しません: フロー名='%s1', コリレーション
ID='%s2', アプリケーション='%s3', 資源名='%s4'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

［意味・システムの処理］

フロー定義内の%s3で示す先行のアクティビティに%s4の資源情報が存在しません。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

フロー定義内の%s3のアクティビティに、%s4の資源名が定義されているか確認し、フロー定義を正しく修正してください。

なお、フローの再実行はできませんので、フローの削除を行った後、修正したフロー定義の登録を行い、新しくフローを実行してくださ

い。

19.1.7.55 FSP_INTS-BAS_AP29116
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29116: Filename length exceeds the limit. : flow name='%s1', Correlation
ID='%s2', application='%s3', resource name='%s4', filename='%s5', path='%s6'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29116: ファイル名の長さが不正です: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2', アプリ
ケーション='%s3', 資源名='%s4', ファイル名='%s5', パス名='%s6'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名
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%s5…ファイル名

%s6…パス名

［意味・システムの処理］

実際に割当てる%s5で示すファイルの絶対パスの長さとファイル名の長さの合計が制限を超えました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

実際に割当てるファイルの絶対パスの長さとファイル名の長さの合計が255文字を超えないようにしてください。

なお、フロー定義を修正する場合は、フローの再実行はできませんので、フローの削除を行った後、修正したフロー定義の登録を行

い、新しくフローを実行してください。

19.1.7.56 FSP_INTS-BAS_AP29117
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29117: Cannot create any more files for flow. : flow name='%s1', Correlation
ID='%s2', application='%s3', resource name='%s4', filename='%s5'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29117: フロー内にファイルが作成できません: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2',
アプリケーション='%s3', 資源名='%s4', ファイル名='%s5'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…ファイル名

［意味・システムの処理］

フロー定義の1つのフロー内でファイルの数が4096を超えました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

フロー定義で１つのフロー内のファイルの数が、4097以上定義されていないか確認して、フロー定義を正しく修正してください。 
なお、フローの再実行はできませんので、フローの削除を行った後、修正したフロー定義の登録を行い、新しくフローを実行してくださ

い。

19.1.7.57 FSP_INTS-BAS_AP29118
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29118: Cannot create any more files for activity. : flow name='%s1',
Correlation ID='%s2', application='%s3', resource name='%s4', filename='%s5'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29118: アクティビティ内にファイルが作成できません: フロー名='%s1', コリレーション
ID='%s2', アプリケーション='%s3', 資源名='%s4', ファイル名='%s5'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…ファイル名

［意味・システムの処理］

フロー定義のアクティビティ内のファイル数が256を超えました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

フロー定義で１つのアクティビティ内のファイルの数が25７以上定義されていないか確認し、フロー定義を正しく修正してください。

なお、フローの再実行はできませんので、フローの削除を行った後、修正したフロー定義の登録を行い、新しくフローを実行してくださ

い。
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19.1.7.58 FSP_INTS-BAS_AP29119
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29119: Cannot create any more activity for flow. : flow name='%s1',
Correlation ID='%s2', application='%s3', resource name='%s4'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29119: フロー内にアクティビティが作成できません: フロー名='%s1', コリレーション
ID='%s2', アプリケーション='%s3', 資源名='%s4'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

［意味・システムの処理］

フロー定義のフロー内のアクティビティの数が256を超えました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

フロー定義で１つのフロー内のアクティビティの数が、257以上定義されていないか確認し、フロー定義を正しく修正してください。

なお、フローの再実行はできませんので、フローの削除を行った後、修正したフロー定義の登録を行い、新しくフローを実行してくださ

い。

19.1.7.59 FSP_INTS-BAS_AP29120
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29120: Invalid value for file allocation. : flow name='%s1', Correlation
ID='%s2', application='%s3', resource name='%s4', keyword='%s5', specified value='%s6'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29120: 割当て方法の指定に誤りがあります: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2',
アプリケーション='%s3', 資源名='%s4', キーワード名='%s5', 指定値='%s6'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…キーワード名

%s6…指定値

［意味・システムの処理］

先行アクティビティの資源が一時ファイルであるため、資源の作成・使用方法に以下の指定はできません。

・%s5に"disp1"、%s6に"mod"と表示される場合

[新規にファイルを作成する]および[ファイルが存在した場合はそのまま使用する]は指定できません。

・%s5に"disp1"、%s6に"shr"と表示される場合

[既存のファイルを参照する]は指定できません。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

フロー定義を正しく修正して、フローを再度投入してください。

なお、フローの再実行はできませんので、フローの削除を行った後、修正したフロー定義の登録を行い、新しくフローを実行してくださ

い。

19.1.7.60 FSP_INTS-BAS_AP29121
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29121: Invalid value for file deallocation. : flow name='%s1', Correlation
ID='%s2', application='%s3', resource name='%s4', keyword='%s5', specified value='%s6'
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FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29121: ファイルの解除方法の指定に誤りがあります: フロー名='%s1', コリレーション
ID='%s2', アプリケーション='%s3', 資源名='%s4', キーワード名='%s5', 指定値='%s6'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…キーワード名

%s6…指定値

［意味・システムの処理］

資源の後処理に以下の指定はできません。

・%s5に"disp2"、%s6に"delete"と表示される場合もしくは、%s5に"disp3"、%s6に"delete"と表示される場合

%s4の資源は共用ファイルのため、[削除]は指定できません。

・%s5に"disp2"、%s6に"keep"と表示される場合もしくは、%s5に"disp3"、%s6に"keep"と表示される場合

%s4の資源は一時ファイルのため、[保持]は指定できません。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

フロー定義を正しく修正してください。

なお、フローの再実行はできませんので、フローの削除を行った後、修正したフロー定義の登録を行い、新しくフローを実行してくださ

い。

フロー定義の指定の詳細については、“Interstage Job Workload Server バッチ実行基盤(Java)”の“ファイルの割当てと解除”を参照し

てください。

19.1.7.61 FSP_INTS-BAS_AP29122
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29122: File other than regular file exist. : flow name='%s1', Correlation
ID='%s2', application='%s3', resource name='%s4', filename='%s5'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29122: 通常ファイル以外のファイルが存在します: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2',
アプリケーション='%s3', 資源名='%s4', ファイル名='%s5'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…ファイル名

［意味・システムの処理］

ファイルを割当てようとしましたが、同一名の通常ファイル以外のファイルが存在します。

または、指定されたファイルが通常ファイルではありません。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

以下のフロー定義を確認し、正しく修正してください。

・ ディレクトリ名

・ ファイル名

・ 資源の作成・使用方法

フロー定義の指定が正しい場合は、サーバ上の既存のファイルを削除してください。

19.1.7.62 FSP_INTS-BAS_AP29123
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29123: File already exists. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2',
application='%s3', resource name='%s4', filename='%s5', path='%s6'
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FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29123: ファイルがすでに存在します: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2', アプリ
ケーション='%s3', 資源名='%s4', ファイル名='%s5', パス名='%s6'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…ファイル名

%s6…パス名

［意味・システムの処理］

%s5で示すファイルを新規に作成しようとしましたが、すでに同一名のファイルが割当て先のディレクトリに存在します。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

以下のフロー定義を確認し、正しく修正してください。

・ ディレクトリ名

・ ファイル名

・ 資源の作成・使用方法

フロー定義の指定が正しい場合は、サーバ上の既存のファイルを削除してください。

19.1.7.63 FSP_INTS-BAS_AP29124
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29124: File does not exist. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2',
application='%s3', resource name='%s4', filename='%s5', path='%s6'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29124: 指定したファイルは割当て情報に存在しません: フロー名='%s1', コリレーション
ID='%s2', アプリケーション='%s3', 資源名='%s4', ファイル名='%s5', パス名='%s6'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…ファイル名

%s6…パス名

［意味・システムの処理］

指定した%s5で示すファイルが存在しません。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

以下のフロー定義を確認し、正しく修正してください。

・ ディレクトリ名

・ ファイル名

・ 資源の作成・使用方法

フロー定義の指定が正しい場合は、サーバ上の既存のファイルを作成してください。

19.1.7.64 FSP_INTS-BAS_AP29125
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29125: The file cannot be decided. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2',
application='%s3', resource name='%s4', before application='%s5'

 

- 419 -



FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29125: ファイルを特定することができません: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2',
アプリケーション='%s3', 資源名='%s4', 先行するアプリケーション='%s5'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…先行するアプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

［意味・システムの処理］

%s5で示す先行するアクティビティのファイルが特定できないため、後続のアクティビティでファイルを引き継げません。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

%s5のアクティビティは、ルーティング定義の指定により実行が迂回された可能性があります。

［ユーザーの対処］

ルーティング定義とファイル引き継ぎ関係を確認し、適切なアクティビティのルーティング定義を行ってください。

19.1.7.65 FSP_INTS-BAS_AP29199
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29199: System call error. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2',
application='%s3', resource name='%s4', systemcall='%s5', errno='%s6', name='%s7', source
filename='%s8', line='%s9'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29199: システムコールでエラーが発生しました: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2',
アプリケーション='%s3', 資源名='%s4', 関数名='%s5', エラー番号='%s6', ファイル名='%s7', ソースファイル名='%s8',
行番号='%s9'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…システムコール名または関数名

%s6…システムコールのエラー番号

%s7…ファイル名またはディレクトリ名

%s8…発生したソースファイル名

%s9…発生したソースファイルの行番号

［意味・システムの処理］

%s5で示すシステムコールで%s7のファイルに対する%s6のエラーが発生しました。

フロー、またはアクティビティは異常終了します。

［ユーザーの対処］

%s6のエラー番号からエラー原因を調査し、原因を取り除いてください。

19.1.7.66 FSP_INTS-BAS_AP29200
 

FSP_INTS-BAS_AP: INFO: 29200: Waiting file exclusion. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2',
application='%s3', filename='%s4', path='%s5', excusion mode='%s6'

 
FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 29200: 排他待ちが発生しました: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2', アプリケーション
='%s3', ファイル名='%s4', パス名='%s5', 排他方法='%s6'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…ファイル名

%s5…パス名

%s6… 排他方法
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［意味・システムの処理］

%s4で示すファイルの排他待ちが発生しました。

［ユーザーの対処］

なし

19.1.7.67 FSP_INTS-BAS_AP29201
 

FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 29201: Failed in the management of deletion file. : flow name='%s1',
Correlation ID='%s2', application='%s3', resource name='%s4', systemcall='%s5', errno='%s6', name='%s7'

 
FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 29201: 異常時削除対象ファイルの情報管理に失敗しました: フロー名='%s1', コリレーション
ID='%s2', アプリケーション='%s3', 資源名='%s4', 関数名='%s5', エラー番号='%s6', ファイル名='%s7'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…資源名

%s5…システムコール名または関数名

%s6…システムコールのエラー番号

%s7…ファイル名またはディレクトリ名

［意味・システムの処理］

%s5で示すシステムコールで%s7のファイルに対する%s6のエラーが発生したため、異常時削除対象ファイルの情報の管理に失敗し

ました。

処理を継続します。

［ユーザーの対処］

%s6のエラー番号からエラー原因を調査し、原因を取り除いてください。 
資源定義で[削除]を指定したファイルの削除ができません。実行ログ、システムログ（Windows(R)の場合はイベントログ)より削除対象

となるファイルを確認し、必要に応じてファイルを削除してください。

19.1.7.68 FSP_INTS-BAS_AP29202
 

FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 29202: Failed in the management of deletion file. : flow name='%s1',
Correlation ID='%s2', application='%s3'

 
FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 29202: 削除情報ファイルが不完全な状態です: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2',
アプリケーション='%s3'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

［意味・システムの処理］

削除情報ファイルが不完全な状態です。

資源定義で"[削除]を指定したファイル"の削除ができません。

処理を継続します。

［ユーザーの対処］

資源定義で"[削除]を指定したファイル"の削除ができません。実行ログ、システムログ（Windows(R)の場合はイベントログ)より削除対

象となるファイルを確認し、必要に応じてファイルを削除してください。

19.1.7.69 FSP_INTS-BAS_AP29203
 

FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 29203: Failed to delete file. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2',
application='%s3', name='%s4'
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FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 29203: ファイルの削除に失敗しました: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2', アプリ
ケーション='%s3', ファイル名='%s4'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…ファイル名

［意味・システムの処理］

%s4のファイルの削除に失敗しました。

処理を継続します。

［ユーザーの対処］

資源定義で"[削除]を指定したファイル"の削除ができません。実行ログ、システムログ（Windows(R)の場合はイベントログ)より削除対

象となるファイルを確認し、必要に応じてファイルを削除してください。

19.1.7.70 FSP_INTS-BAS_AP29204
 

FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 29204: Failed in the management of deletion file. : flow name='%s1',
Correlation ID='%s2', application='%s3', systemcall='%s4', errno='%s5', name='%s6'

 
FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 29204: 異常時削除対象ファイルの情報管理に失敗しました: フロー名='%s1', コリレーション
ID='%s2', アプリケーション='%s3', 関数名='%s4', エラー番号='%s5', ファイル名='%s6'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…システムコール名または関数名

%s5…システムコールのエラー番号

%s6…ファイル名またはディレクトリ名

［意味・システムの処理］

%s4で示すシステムコールで%s6のファイルに対する%s5のエラーが発生したため、削除対象ファイルの情報の管理に失敗しました。

処理を継続します。

［ユーザーの対処］

%s5のエラー番号からエラー原因を調査し、原因を取り除いてください。

実行ログ、システムログ（Windows(R)の場合はイベントログ)より削除対象となるファイルを確認し、必要に応じてファイルを削除してくだ

さい。

19.1.7.71 FSP_INTS-BAS_AP29205
 

FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 29205: Failed to delete file. : flow name='%s1', Correlation ID='%s2',
application='%s3', name='%s4'

 
FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 29205: ファイルの削除に失敗しました: フロー名='%s1', コリレーションID='%s2', アプリ
ケーション='%s3', ファイル名='%s4'

［可変情報］

%s1…フロー名

%s2…コリレーションID
%s3…アプリケーション（フロー定義情報のアプリケーションの説明）

%s4…ファイル名

［意味・システムの処理］

資源定義で[削除]を指定した%s4のファイルが存在しないため削除ができません。

処理を継続します。

［ユーザーの対処］

以下の原因が考えられます。

- 422 -



・ ネットワークファイルシステム上のファイルであるなど、参照できない状態にある。

・ 利用者がファイルを削除した。

・ ファイル削除直後のタイミングで異常終了が発生した。

実行ログ、システムログ（Windows(R)の場合はイベントログ)より削除対象となるファイルを確認し、必要に応じてファイルを削除してくだ

さい。

19.1.7.72 FSP_INTS-BAS_AP29350
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29350: The number of open files on the system exceeds the limit.
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29350: システム内でオープンできるファイルの数が上限を超えました

［可変情報］

なし

［意味・システムの処理］

システム内でオープンできるファイルの数が、上限を超えました。

バッチマネージャを停止します。

［ユーザーの対処］

必要に応じてシステムパラメタに定義されているシステムで使用可能なファイルディスクリプタ数を増やしてください。

19.1.7.73 FSP_INTS-BAS_AP29351
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29351: The number of open files in a process exceeds the limit.
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29351: プロセス内でオープン可能なファイルの数が上限を超えました

［可変情報］

なし

［意味・システムの処理］

プロセス内でオープンできるファイルの数が上限を超えました。

バッチマネージャを停止します。

［ユーザーの対処］

ulimitコマンドを使用して、プロセスで使用可能なファイルディスクリプタ数を増やしたのち、バッチマネージャを開始し必要に応じてフ

ローの投入を開始してください。

19.1.7.74 FSP_INTS-BAS_AP29352
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29352: Insufficient system resource. : system resource='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29352: システム資源不足が発生しました: システム資源='%s1'

［可変情報］

%s1…システム資源

［意味・システムの処理］

%s1で示すシステム資源で不足が発生しました。

バッチマネージャを停止します。

以下の不足が考えられます。

メモリ不足が発生している

IPC資源不足が発生している

［ユーザーの対処］

下のいずれかの対処をしてください。原因を取り除いてください。

・ メモリ不足の場合

メモリまたはスワップ領域を追加してください
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・ IPC資源不足の場合

システムパラメタをチューニングしてください

19.1.7.75 FSP_INTS-BAS_AP29353
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29353: Insufficient memory.
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29353: メモリ不足が発生しました

［可変情報］

なし

［意味・システムの処理］

メモリ不足が発生しました。

バッチマネージャを停止します。

［ユーザーの対処］

メモリまたはスワップ領域を追加してください。

19.1.7.76 FSP_INTS-BAS_AP29354
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29354: I/O error. : path='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29354: 入出力障害が発生しました: パス名='%s1'

［可変情報］

%s1…パス名

［意味・システムの処理］

%s1で示すファイルに入出力エラーが発生しました。

バッチマネージャを停止します。

［ユーザーの対処］

入出力エラーが発生した%s1のファイルが格納されているディスクを復旧してください。

19.1.7.77 FSP_INTS-BAS_AP29355
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29355: No permission to access file. : path='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29355: アクセス権がありません: パス名='%s1'

［可変情報］

%s1…パス名

［意味・システムの処理］

%s1で示すファイル、またはディレクトリにアクセス権がありません。

バッチマネージャを停止します。

［ユーザーの対処］

ファイル、またはディレクトのアクセス権を確認してください。

権限が不足している場合は、ファイル、またはディレクトリにアクセス権を追加してください。

19.1.7.78 FSP_INTS-BAS_AP29356
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29356: Insufficient disk space. : path='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29356: ディスクの容量不足が発生しました: パス名='%s1'

［可変情報］

%s1…パス名
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［意味・システムの処理］

%s1で示すディスクの容量が不足しています。

バッチマネージャを停止します。

［ユーザーの対処］

%s1のディスクの不要なファイルを削除するか、またはディスクの容量を増やしてください。

19.1.7.79 FSP_INTS-BAS_AP29357
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29357: The number of symbolic links exceeds the limit. : path='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29357: シンボリックリンクの数が多すぎます: パス名='%s1'

［可変情報］

%s1…パス名

［意味・システムの処理］

%s1で示すシンボリックリンクの数が上限を超えました。

バッチマネージャを停止します。

［ユーザーの対処］

ファイル、またはディレクトリを確認してください。

シンボリックリンクをしている場合は、別のディレクトリ、リンク先のファイル、またはリンク先のディレクトリに変更してください。

19.1.7.80 FSP_INTS-BAS_AP29358
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29358: The number of lock files in a process exceeds the limit.
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29358: プロセス内でロック可能なファイルの数が上限値を超えました

［可変情報］

なし

［意味・システムの処理］

以下のいずれかの原因のため、バッチマネージャを停止します。

NFS上のロックの獲得に失敗しました

プロセス内でロックできるファイルの数が上限を超えました

［ユーザーの対処］

以下の対処を行ってください。

NFSマウントされたディスク上ではなく、直接接続されたディスク上でバッチマネージャを開始してください。

上記の対処でも解決しない場合は、apfwcollectinfoコマンドを使用して調査情報を採取したあと、技術員に連絡してください。

19.1.7.81 FSP_INTS-BAS_AP29359
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29359: File does not exist. : filename='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29359: ファイルが存在しません: 制御ファイル名='%s1'

［可変情報］

%s1…制御ファイル名

［意味・システムの処理］

バッチマネージャが動作するために必要な制御ファイルが存在しません。

当製品のインストールに問題があった可能性があります。

バッチマネージャを停止します。

［ユーザーの対処］

製品の再インストールを実施してください。

19.1.7.82 FSP_INTS-BAS_AP29360
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FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29360: System call error. : systemcall='%s1', errno='%s2', source
filename='%s3', line='%s4'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29360: システムコールでエラーが発生しました: システムコール名='%s1', エラー番号
='%s2', ソースファイル名='%s3', 行番号='%s4'

［可変情報］

%s1…システムコール名または関数名

%s2…システムコールのエラー番号

%s3…発生したソースファイル名

%s4…発生したソースファイルの行番号

［意味・システムの処理］

%s1で示すシステムコールで%s2のエラーが発生しました。

フロー、またはコマンドの実行に失敗しました。

［ユーザーの対処］

システムコールのエラー原因を取り除いてください。

19.1.7.83 FSP_INTS-BAS_AP29361
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29361: System call error. : systemcall='%s1', errno='%s2', name='%s3',
source filename='%s4', line='%s5'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29361: システムコールでエラーが発生しました: システムコール名='%s1', エラー番号
='%s2', ファイル名='%s3', ソースファイル名='%s4', 行番号='%s5'

［可変情報］

%s1…システムコール名または関数名

%s2…システムコールのエラー番号

%s3…ファイル名またはディレクトリ名

%s4…発生したソースファイル名

%s5…発生したソースファイルの行番号

［意味・システムの処理］

%s1で示すシステムコールで%s4のファイルに対する%s2のエラーが発生しました。

フロー、またはコマンドの実行に失敗しました。

［ユーザーの対処］

システムコールのエラー原因を取り除いてください。

19.1.7.84 FSP_INTS-BAS_AP29362
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29362: System error. : errinf='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29362: システムエラーが発生しました: 保守情報='%s1'

［可変情報］

%s1…保守情報

［意味・システムの処理］

バッチマネージャでシステムエラーが発生しました。

処理を継続します。

［ユーザーの対処］

apfwcollectinfoコマンドを使用して調査情報を採取したあと、技術員に連絡してください。

19.1.7.85 FSP_INTS-BAS_AP29363
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29363: Failed to start file manager.
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FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29363: ファイル管理機能の起動に失敗しました

［可変情報］

なし

［意味・システムの処理］

バッチマネージャの起動に失敗しました。

［ユーザーの対処］

直前に出力されるエラーメッセージの対処に従って原因を取り除いてください。

メッセージが出力されていない場合は、apfwcollectinfoコマンドを使用して調査情報を採取したあと、技術員に連絡してください。

19.1.7.86 FSP_INTS-BAS_AP29364
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29364: Error on executing ObjectDirector. : msg='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29364: ObjectDirectorでエラーが発生しました: メッセージ='%s1'

［可変情報］

%s1…ObjectDirectorが出力したメッセージ

［意味・システムの処理］

バッチマネージャの開始処理中に、ObjectDirectorで異常が発生しました。

バッチマネージャの開始処理を中断します。

［ユーザーの対処］

%s1で示すObjectDirectorが出力したメッセージを参照し、対処を行ってください。

19.1.7.87 FSP_INTS-BAS_AP29365
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29365: Insufficient memory, message cannot be outputted. : msgno='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29365: メモリ不足のため、メッセージの出力に失敗しました: メッセージ番号='%s1'

［可変情報］

%s1…メッセージ番号

［意味・システムの処理］

メモリ不足が発生しました。

%s1で示すメッセージの出力に失敗します。

［ユーザーの対処］

メモリ、またはスワップ領域を追加してください。

19.1.7.88 FSP_INTS-BAS_AP29366
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29366: Insufficient disk space. : path='%s1', msgno='%s2'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29366: ディスクの容量不足が発生しました: パス名='%s1', メッセージ番号='%s2'

［可変情報］

%s1…パス名

%s2…メッセージ番号

［意味・システムの処理］

%s1で示すディスクの容量が不足しています。

%s2のメッセージの出力に失敗します。

［ユーザーの対処］

%s1のディスクの不要なファイルを削除するか、またはディスクの容量を増やしてください。

19.1.7.89 FSP_INTS-BAS_AP29367
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FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29367: System call error. : systemcall='%s1', errno='%s2', msgno='%s3',
source filename='%s4', line='%s5'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29367: システムコールでエラーが発生しました: システムコール名='%s1', エラー番号
='%s2', メッセージ番号='%s3', ファイル名='%s4', 行番号='%s5'

［可変情報］

%s1…システムコール名または関数名

%s2…システムコールのエラー番号

%s3…メッセージ番号

%s4…発生したソースファイル名

%s5…発生したソースファイルの行番号

［意味・システムの処理］

%s1で示すシステムコールでエラーが発生しました。

%s3のメッセージの出力に失敗します。

［ユーザーの対処］

システムコールのエラー原因を取り除いてください。

19.1.7.90 FSP_INTS-BAS_AP29368
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29368: Error on terminating file manager.
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29368: ファイル管理の停止処理で異常が発生しました

［可変情報］

なし

［意味・システムの処理］

バッチマネージャの停止処理中に、ObjectDirectorで異常が発生しました。

処理を継続します。

［ユーザーの対処］

ObjectDirectorが出力したメッセージを参照し、対処を行ってください。

19.1.7.91 FSP_INTS-BAS_AP29369
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29369: Error on starting file manager. : exception infomation='%s1',
minor='%s2'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29369: ファイル管理の起動処理で異常が発生しました: 例外情報='%s1', マイナーコード
='%s2'

［可変情報］

%s1…ObjectDirectorから通知された例外情報

%s2…ObjectDirectorから通知されたマイナーコード

［意味・システムの処理］

バッチマネージャの起動処理中に、ObjectDirectorで異常が発生しました。

バッチマネージャを停止します。

［ユーザーの対処］

ObjectDirectorが出力したメッセージを参照し、対処を行ってください。

19.1.7.92 FSP_INTS-BAS_AP29370
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29370: Error on release file manager. : exception infomation='%s1',
minor='%s2'
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FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29370: ファイル管理の資源回収処理で異常が発生しました: 例外情報='%s1', マイナー
コード='%s2'

［可変情報］

%s1…ObjectDirectorから通知された例外情報

%s2…ObjectDirectorから通知されたマイナーコード

［意味・システムの処理］

バッチマネージャの資源回収中に、ObjectDirectorで異常が発生しました。

バッチマネージャを停止します。

［ユーザーの対処］

ObjectDirectorが出力したメッセージを参照し、対処を行ってください。

19.1.7.93 FSP_INTS-BAS_AP29371
 

FSP_INTS-BAS_AP: WARNING: 29371: Directory does not exist. : dir='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: 警告: 29371: ディレクトリが存在しません: ディレクトリ名='%s1'

［可変情報］

%s1…ディレクトリ名

［意味・システムの処理］

%s1の削除情報ファイルを保持するためのディレクトリが存在しません。

処理を継続します。

［ユーザーの対処］

以下の原因が考えられます。

・ Interstage Job Workload Serverのインストールが正しくおこなわれていない。

・ 利用者が手動でディレクトリを削除した。

ダウン再開時のファイル削除機能を有効にするには、Interstage Job Workload Serverを再インストールしてください。

19.1.7.94 FSP_INTS-BAS_AP29450
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29450: No permission to access message catalog file or path directory. :
MSGID='%s1', FILE='%s2'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29450: メッセージカタログファイルのアクセス権がありません: メッセージID='%s1', ファ
イル名='%s2'

［可変情報］

%s1 … 出力しようとしたメッセージ番号

%s2 … メッセージカタログのパス名

［意味・システムの処理］

メッセージ%s1を作成するため、メッセージカタログをオープンしようとしましたが、メッセージカタログまたはパス上のディレクトリにリード

権がありませんでした。

［ユーザーの対処］

当製品のインストールに問題があったと思われます。アンインストール後、インストールを再実施してください。また、本来出力されたは

ずのメッセージ番号についてマニュアルを調べてください。

19.1.7.95 FSP_INTS-BAS_AP29451
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29451: Message catalog file or directory does not exist. : MSGID='%s1',
FILE='%s2'
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FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29451: メッセージカタログファイルが存在しません: メッセージID='%s1', ファイル名='%s2'

［可変情報］

%s1 … 出力しようとしたメッセージ番号

%s2 … メッセージカタログのパス名

［意味・システムの処理］

%s1で示すメッセージを作成するため、メッセージカタログをオープンしようとしましたが、メッセージカタログまたはパス上のディレクトリ

が存在しませんでした。

［ユーザーの対処］

本製品のインストールに問題があったと思われます。アンインストール後、再インストールしてください。

また、%s1のメッセージの対処に従ってください。

19.1.7.96 FSP_INTS-BAS_AP29452
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29452: Invalid directory. : MSGID='%s1', FILE='%s2'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29452: ディレクトリが存在しません: メッセージID='%s1', ファイル名='%s2'

［可変情報］

%s1 … 出力しようとしたメッセージ番号

%s2 … メッセージカタログのパス名

［意味・システムの処理］

%s1で示すメッセージを作成するため、メッセージカタログをオープンしようとしましたが、有効なディレクトリではありませんでした。

［ユーザーの対処］

本製品のインストールに問題があったと思われます。アンインストール後、再インストールしてください。

また、%s1のメッセージの対処に従ってください。

19.1.7.97 FSP_INTS-BAS_AP29453
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29453: Insufficient system resource. : MSGID='%s1', FILE='%s2'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29453: システム資源の不足が発生しました: メッセージID='%s1', ファイル名='%s2'

［可変情報］

%s1 … 出力しようとしたメッセージ番号

%s2 … メッセージカタログのパス名

［意味・システムの処理］

%s1で示すメッセージを作成するため、メッセージカタログをオープンしようとしましたが、そのためのカーネルメモリが不足しました。

［ユーザーの対処］

カーネルメモリを消費するプロセスが多数存在すると考えられます。psコマンドによりプロセスを確認し、不要なプロセスが多数存在す

る場合、それらを終了させてください。

19.1.7.98 FSP_INTS-BAS_AP29454
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29454: The number of file descriptors in a process exceeds the limit. :
MSGID='%s1', FILE='%s2'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29454: プロセス内でオープン可能なファイル数の上限をこえました: メッセージID='%s1',
ファイル名='%s2'

［可変情報］

%s1 … 出力しようとしたメッセージ番号

%s2 … メッセージカタログのパス名

［意味・システムの処理］

%s1で示すメッセージを作成するため、メッセージカタログをオープンしようとしましたが、プロセス内のオープン数が256を超えていま

した。
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［ユーザーの対処］

アプリケーションプログラムの中でクローズせずにオープンを繰り返していると考えられます。原因を調査して修正してください。

また、%s1のメッセージの対処に従ってください。

19.1.7.99 FSP_INTS-BAS_AP29455
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29455: The number of file descriptors on the system exceeds the limit. :
MSGID='%s1', FILE='%s2'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29455: システム内でオープン可能なファイル数の上限をこえました: メッセージID='%s1',
ファイル名='%s2'

［可変情報］

%s1 … 出力しようとしたメッセージ番号

%s2 … メッセージカタログのパス名

［意味・システムの処理］

%s1で示すメッセージを作成するため、メッセージカタログをオープンしようとしましたが、システム内のオープン数がシステムの制限を

超えていました。

［ユーザーの対処］

システム内のファイルディスクリプタ上限の値が小さい場合は、値を大きくしたあとシステムを再起動してください。

システム上にアプリケーションプログラムプロセスが存在していた場合は、アプリケーション開発者に連絡してください。

また、%s1のメッセージの対処に従ってください。

19.1.7.100 FSP_INTS-BAS_AP29456
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29456: Failed to open message catalog file. : ERRNO=%d1, MSGID='%s2',
FILE='%s3'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29456: メッセージカタログファイルのオープンに失敗しました: エラー番号=%d1, メッセージ
ID='%s2', ファイル名='%s3'

［可変情報］

%d1 … openシステムコールから返されたerrno
%s2 … 出力しようとしたメッセージ番号

%s3 … メッセージカタログのパス名

［意味・システムの処理］

%s2で示すメッセージを作成するため、メッセージカタログをオープンしようとしましたが、%d1が原因で失敗しました。

［ユーザーの対処］

%d1については、エラー番号の内容を確認し、対処してください。

また、%s2のメッセージの対処に従ってください。

19.1.7.101 FSP_INTS-BAS_AP29457
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29457: Message ID does not exist. : MSGID='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29457: メッセージIDが見つかりません: メッセージID='%s1'

［可変情報］

%s1 … 出力しようとしたメッセージ番号

［意味・システムの処理］

%s1で示すメッセージを作成しようとしましたが、そのメッセージ番号はメッセージカタログに存在しませんでした。

［ユーザーの対処］

%s1のメッセージの対処に従ってください。

それでも解決しない場合は、apfwcollectinfoコマンドで調査資料を採取し、技術員に連絡してください。
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19.1.7.102 FSP_INTS-BAS_AP29458
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29458: Failed to create message. : ERRNO=%d1, MSGID='%s2'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29458: メッセージの作成に失敗しました: エラー番号=%d1, メッセージID='%s2'

［可変情報］

%d1 … catgetsシステムコールから返されたerrno
%s2 … 出力しようとしたメッセージ番号

［意味・システムの処理］

%s2で示すメッセージを作成するため、メッセージカタログを読み込もうとしましたが、%d1が原因で失敗しました。

［ユーザーの対処］

%d1については、エラー番号の内容を確認し、対処してください。

また、%s2のメッセージの対処に従ってください。

19.1.7.103 FSP_INTS-BAS_AP29459
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29459: Insufficient memory. : MESSAGEID='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29459: メモリ不足が発生しました: メッセージID='%s1'

［可変情報］

%s1 … 出力しようとしたメッセージ番号

［意味・システムの処理］

プロセス内のメモリが不足したため、%s1で示すメッセージの作成に失敗しました。

［ユーザーの対処］

プロセス内のメモリはコマンド、アプリケーションを起動したシェルによって制限されます。shおよびbashではulimitコマンド、cshおよびtcsh
ではlimitコマンドで制限値を調べ、小さすぎる場合には同じコマンドで拡張してください。

また、%s1のメッセージの対処に従ってください。

19.1.7.104 FSP_INTS-BAS_AP29460
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29460: Failed to create message. : ERRNO=%d1, MSGID='%s2'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29460: メッセージの作成に失敗しました: エラー番号=%d1, メッセージID='%s2'

［可変情報］

%d1 … catgetsシステムコールから返されたerrno
%s2 … 出力しようとしたメッセージ番号

［意味・システムの処理］

%s2で示すメッセージを作成するため、メッセージカタログを読み込もうとしましたが、%d1が原因で失敗しました。

［ユーザーの対処］

%d1については、エラー番号の内容を確認し、対処してください。

また、%s2のメッセージの対処に従ってください。

19.1.7.105 FSP_INTS-BAS_AP29461
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29461: Invalid parameter. : MSGID='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29461: 不正なパラメタが指定されました: メッセージID='%s1'

［可変情報］

%s1 … 出力しようとしたメッセージ番号

［意味・システムの処理］

パラメタが不正であるため、%s1で示すメッセージの作成に失敗しました。
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［ユーザーの対処］

%s1のメッセージの対処に従ってください。

それでも解決しない場合は、apfwcollectinfoコマンドで調査資料を採取し、技術員に連絡してください。

19.1.7.106 FSP_INTS-BAS_AP29462
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29462: Failed to create message. : MSGID='%s1', PARAM='%s2',
CAUSE='%s3'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29462: メッセージの作成に失敗しました: メッセージID='%s1', 可変情報='%s2', 例外原因
='%s3'

［可変情報］

%s1 … 出力しようとしたメッセージ番号

%s2 … 出力しようとしたメッセージの可変情報

%s3 … メッセージ作成失敗の例外原因

［意味・システムの処理］

メッセージ番号%s1、可変情報%s2のメッセージ作成に原因%s3の理由で失敗しました。

［ユーザーの対処］

%s1のメッセージの対処に従ってください。

それでも解決しない場合は、apfwcollectinfoコマンドで調査資料を採取し、技術員に連絡してください。

19.1.7.107 FSP_INTS-BAS_AP29463
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29463: Invalid parameter. : MSGID='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29463: 不正なパラメタが指定されました: メッセージID='%s1'

［可変情報］

%s1 … 出力しようとしたメッセージ番号

［意味・システムの処理］

パラメタが不正であるため、%s1で示すメッセージの作成に失敗しました。

［ユーザーの対処］

%s1のメッセージの対処に従ってください。

それでも解決しない場合は、apfwcollectinfoコマンドで調査資料を採取し、技術員に連絡してください。

19.1.7.108 FSP_INTS-BAS_AP29464
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29464: Failed to create message. : MSGID='%s1', CAUSE='%s2'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29464: メッセージの作成に失敗しました: メッセージID='%s1', パラメタ='%s2', 例外原因
='%s3'

［可変情報］

%s1 … 出力しようとしたメッセージ番号

%s2 … メッセージ作成失敗の例外原因

［意味・システムの処理］

メッセージ番号%s1のメッセージ作成に原因%s2の理由で失敗しました。

［ユーザーの対処］

%s1のメッセージの対処に従ってください。

それでも解決しない場合は、apfwcollectinfoコマンドで調査資料を採取し、技術員に連絡してください。

19.1.7.109 FSP_INTS-BAS_AP29465
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29465: Invalid parameter. : MSGID='%s1'
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FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29465: 不正なパラメタが指定されました: メッセージID='%s1'

［可変情報］

%s1 … 出力しようとしたメッセージ番号

［意味・システムの処理］

パラメタが不正であるため、%s1で示すメッセージの作成に失敗しました。

［ユーザーの対処］

%s1のメッセージの対処に従ってください。

それでも解決しない場合は、apfwcollectinfoコマンドで調査資料を採取し、技術員に連絡してください。

19.1.7.110 FSP_INTS-BAS_AP29466
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29466: Failed to create message. : MSGID='%s1', PARAM='%s2',
CAUSE='%s3'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29466: メッセージの作成に失敗しました: メッセージID='%s1', 可変情報='%s2', 例外原因
='%s3'

［可変情報］

%s1 … 出力しようとしたメッセージ番号

%s2 … 出力しようとしたメッセージの可変情報

%s3 … メッセージ作成失敗の例外原因

［意味・システムの処理］

メッセージ番号%s1、可変情報%s2のメッセージ作成に原因%s3の理由で失敗しました。

［ユーザーの対処］

%s1のメッセージの対処に従ってください。

それでも解決しない場合は、apfwcollectinfoコマンドで調査資料を採取し、技術員に連絡してください。

19.1.7.111 FSP_INTS-BAS_AP29472
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29472: Invalid message format. : MSGID='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29472: メッセージカタログに想定外の編集文字が使用されました: メッセージID='%s1'

［可変情報］

%s1 … 出力しようとしたメッセージ番号

［意味・システムの処理］

メッセージカタログに想定外の編集文字が使用されました。

［ユーザーの対処］

%s1のメッセージの対処に従ってください。

それでも解決しない場合は、apfwcollectinfoコマンドで調査資料を採取し、技術員に連絡してください。

19.1.7.112 FSP_INTS-BAS_AP29473
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29473: Invalid message format. : MSGID='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29473: メッセージカタログに想定外の編集文字が使用されました: メッセージID='%s1'

［可変情報］

%s1 … 出力しようとしたメッセージ番号

［意味・システムの処理］

メッセージカタログに想定外の編集文字が使用されました。

［ユーザーの対処］

%s1のメッセージの対処に従ってください。

それでも解決しない場合は、apfwcollectinfoコマンドで調査資料を採取し、技術員に連絡してください。
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19.1.7.113 FSP_INTS-BAS_AP29474
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29474: Invalid message format. : MSGID='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29474: メッセージカタログに想定外の編集文字が使用されました: メッセージID='%s1'

［可変情報］

%s1 … 出力しようとしたメッセージ番号

［意味・システムの処理］

メッセージカタログに想定外の編集文字が使用されました。

［ユーザーの対処］

%s1のメッセージの対処に従ってください。

それでも解決しない場合は、apfwcollectinfoコマンドで調査資料を採取し、技術員に連絡してください。

19.1.7.114 FSP_INTS-BAS_AP29475
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29475: Invalid message format. : MSGID='%s1'
 

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29475: メッセージカタログに想定外の編集文字が使用されました: メッセージID='%s1'

［可変情報］

%s1 … 出力しようとしたメッセージ番号

［意味・システムの処理］

メッセージカタログに想定外の編集文字が使用されました。

［ユーザーの対処］

%s1のメッセージの対処に従ってください。

それでも解決しない場合は、apfwcollectinfoコマンドで調査資料を採取し、技術員に連絡してください。

19.1.7.115 FSP_INTS-BAS_AP29481
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29481: I/O error in configuration file. : NAME='%s1', ERRNO=%d2,
DATA='%s3'

 
FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29481: バッチシステムの設定ファイルで入出力エラーが発生しました: ファイル名='%s1',
エラー番号=%d2, 関数名='%s3'

［可変情報］

%s1…ファイル名

%d2…エラー番号

%s3…関数名

［意味・システムの処理］

%s1で示すバッチシステムの設定ファイルに入出力エラーが発生しました。

［ユーザーの対処］

%s1のファイルにアクセスできることを確認してください。

また、%s1のファイルが存在するディスクやファイルシステムに異常がないか調査してください。

なお、本メッセージ以外に、%s1のファイルに関連するサービスやシステムの異常を示すメッセージがシステムログに出力されている場

合は、そのメッセージに従って対処してください。

19.1.7.116 FSP_INTS-BAS_AP29482
 

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29482: Syntax error in configuration file. : NAME='%s1', LINE=%d2,
CODE='%s3'
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FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 29482: バッチシステムの設定ファイルにエラーがあります: ファイル名='%s1', 行番号=%d2,
エラー内容='%s3'

［可変情報］

%s1…ファイル名

%d2…行番号

%s3…エラー内容

［意味・システムの処理］

%s1に示すバッチシステムの設定ファイルに構文エラーがあります。

関連するサービスやコマンドの処理はエラーで終了します。

%s3にはエラー内容を示すコードが表示されます。表示されるコードと意味は以下のとおりです。

・ TOOLONG: 1行の長さが1024バイトを超えています。

・ LINEFORM: ステートメントの構文が“キーワード=設定内容”の形式でないか、コメントの先頭文字が“#”ではありません。

・ KEYCHAR: ステートメントのキーワードに不正な文字が指定されています。

・ SECTFORM: セクションの構文が“[セクション名]”の形式ではありません。

・ SECTCHAR: セクション名に不正な文字が指定されています。

・ SECTNULL: セクション名に有効な文字がありません

［ユーザーの対処］

%s1と%d2のファイル名と行番号の内容を確認して、%s3に表示されているエラーを修正してください。
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第20章 メッセージ番号がFSP_INTS-BAS_DEVで始まるメッセー
ジ

本章では、FSP_INTS-BAS_DEVで始まるメッセージについて説明しています。

20.1 バッチ開発環境で出力するメッセージ一覧

FSP_INTS-BAS_DEVで始まるメッセージは、開発環境で表示されます。

メッセージ番号 概要

FSP_INTS-BAS_DEV5000番台 フロー定義ツールから出力されるメッセージです。

20.1.1 FSP_INTS-BAS_DEV5000番台のメッセージ

20.1.1.1 FSP_INTS-BAS_DEV5125
FSP_INTS-BAS_DEV: ERROR: 5125: Libraries for execution base are not found.\nBusiness Processing Execution
Application of Execution Base for Java Batch Applications connot be enerated.

FSP_INTS-BAS_DEV: エラー: 5125: 実行基盤連携用ライブラリが見つかりません。バッチ実行基盤の業務処理実行アプリケー

ションを生成することはできません。

［意味］

実行基盤連携用ライブラリが見つからず、バッチ実行基盤(Java)用の業務処理実行アプリケーションの生成を不可能にするエラーで

す。

［ユーザの対処］

Interstage Studioで作成した業務処理実行アプリケーションの作成用のアプリケーション連携フロープロジェクトに、実行基盤連携用ラ

イブラリのクラスパスエントリを追加してください。

実行基盤連携用ライブラリをクラスパスエントリに追加する方法については、“8.4 実行基盤連携用ライブラリの設定”を参照してくださ

い。
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付録A サンプル

Interstage Job Workload Serverでバッチ業務を運用するためには、ジョブとして“フロー定義”と“業務アプリケーション”を開発する必要

があります。

ここでは、バッチ実行基盤の実行についての理解を高めるためのサンプル業務アプリケーションについて説明します。

サンプルプログラムはバッチ実行基盤の実行について理解を高めるために参考とするプログラムです。このため、サンプル業務アプリ

ケーションを利用して、業務アプリケーションを開発する場合は、実際の業務を勘案し、サンプル業務アプリケーションのプログラムロ

ジックや、サンプル業務アプリケーションが出力するメッセージを適切に修正する必要があります。

A.1 概要

当サンプルプログラムは、バッチ実行基盤の動作確認を目的としています。

以下に、サンプルプログラムで使用するフロー定義と定義されている業務アプリケーションについて説明します。

 
フローの説明

使用するフロー定義は、以下の３つの業務アプリケーションからなっています。各業務アプリケーションの業務内容については“各業

務アプリケーションの説明”を参照してください。サンプルでは、このフロー定義を使用して、実行、再実行、キャンセルの動作を確認

することができます。

なお、業務アプリケーションBでは、ファイル管理機能を使用して以下のファイルアクセスを行います。

・ 資源定義に指定された出力ファイル(資源名“OUTFILE”)にdataの値を書き出します。

 
各業務データの説明

フロー定義に定義されている業務データについて以下に説明します。

業務データ名 データ型 データの意味

data String 出力ファイルに書き出す文字列を指定します。

sleeptime String アプリケーションのスリープ時間を指定します。

業務データに指定された時間（秒）だけSleepを行います。

有効な値の範囲：0～180
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各業務アプリケーションの説明

フロー定義に定義されている業務内容について以下に説明します。

業務アプリケーションA

動作確認用として業務処理が呼び出されたか確認するための業務アプリケーションです。

クラス名 メソッド名 パラメーター

パラメーター名 パラメーターの型 パラメーターの内容

SampleA process data String 文字列

sleeptime String Sleep時間（0～180秒）

以下の順で業務処理を行います。

1. 指定されたパラメーターを標準出力(注1)に表示する

2. 業務処理名を標準出力(注1)に表示する

業務アプリケーションB

動作確認用として業務処理が呼び出されたか確認するための業務アプリケーションです。

クラス名 メソッド名 パラメーター

パラメーター名 パラメーターの型 パラメーターの内容

SampleB process Apfw_Resource java.util.Mapオブジェク

ト

資源名とファイルの物理

的なパスの対応関係をま

とめた情報

data String 文字列

sleeptime String Sleep時間（0～180秒）

以下の順で業務処理を行います。

1. 指定されたパラメーターを標準出力(注1)に表示する

2. 業務処理名を標準出力(注1)に表示する

3. dataに指定された値を以下のファイルに書き出す

D:\JavaBatch\sample\outfile

/tmp/JavaBatch/sample/outfile

4. sleeptimeで指定された秒数の間、sleepを行う(注2)

業務アプリケーションC

動作確認用として業務処理が呼び出されたか確認するための業務アプリケーションです。

クラス名 メソッド名 パラメーター

パラメーター名 パラメーターの型 パラメーターの内容

SampleC process data String 文字列

sleeptime String Sleep時間（0～180秒）

以下の順で業務処理を行います。

1. 指定されたパラメーターを標準出力(注1)に表示する

2. 業務処理名を標準出力(注1)に表示する
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注1) 標準出力とは、リソースユニットへのログ出力です。

確認は、Interstage管理コンソールの[InterstageApplicationServer]>[システム]>[ワークユニット]>sampleunit>[ログ参照]タブを選択して

コンテナログより行ってください。

注2) Sleep時間に、180以上の値が指定されたときは、180が指定されたものとして動作します。

A.2 構築手順

サンプル業務アプリケーションを実行するための環境を構築するための環境構築用セットアップファイルを提供します。

セットアップファイルは、システム管理者権限で実行してください。

環境構築後、“A.3 実行方法”を参照して動作確認を行ってください。

 
前提条件

環境構築を行う前に、以下を確認してください。

・ Interstage Application Serverが動作していること

動作していない場合は、“Interstageの起動（isstart)”でInterstage Application Serverを起動してください。

上記コマンドの詳細は、“Interstage Application Server リファレンスマニュアル（コマンド編）”を参照してください。

このサンプル業務アプリケーションを使用できるのはアプリケーションサーバがInterstage Application Serverだけです。

 
環境構築方法

環境を構築する為に以下のセットアップファイルを起動してください。

[Interstageのインストールディレクトリ]\BAS\sample\JavaBatch\bin\sampleEnv.bat

/opt/FJSVibs/sample/JavaBatch/bin/sampleEnv.sh

 
セットアップファイルの内容

セットアップファイルでは、以下のことを行っています。

実行環境の作成

バッチマネージャー、リソースユニットの作成を行います。

（リソースユニットは、バッチマネージャーと同時に作成します。）

apfwmkmngr -runit sampleunit

業務アプリケーションの配備

サンプルで提供したサンプル業務アプリケーションをリソースユニットに配備します。

ijsdeployment -n sampleunit -f %IS_HOME%\BAS\sample\JavaBatch\lib\SampleApl.jar

ijsdeployment -n sampleunit -f /opt/FJSVibs/sample/JavaBatch/lib/SampleApl.jar

リソースユニットの起動

作成したリソースユニットの起動を行います。

apfwstartunit sampleunit

バッチマネージャーの起動

作成したバッチマネージャーの起動を行います。
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apfwstartmngr -o

フロー定義の登録

サンプルで提供したフロー定義をバッチマネージャーに登録します。

apfwregflow -f %IS_HOME%\BAS\sample\JavaBatch\sampleFlowDef.apfl -runit sampleunit

apfwregflow -f /opt/FJSVibs/sample/JavaBatch/sampleFlowDef.apfl -runit sampleunit

セットアップファイルを実行して作成される環境イメージ図

 
バッチ実行環境の削除

登録したフロー定義、作成したリソースユニット、バッチマネージャーを削除してください。

環境の削除については、“5.3 バッチ実行環境の削除”を参照して削除してください。

A.3 実行方法

サンプル業務アプリケーションの操作方法について説明します。

バッチ実行基盤のサンプル業務アプリケーションを使用して実行（コマンド・API）、再実行、キャンセルの動作確認を行うことができま

す。以下では、Windowsの例として、ユーザー名を“Administrator”として説明しています。

各操作は、システム管理者またはInterstage運用者グループで実行してください。

コマンドの詳細は、“第16章 コマンドリファレンス”を、APIの詳細は、“第17章 APIリファレンス”をそれぞれ参照してください。

 
環境変数の設定

動作確認に必要な環境変数を設定します。

環境変数 設定値

PATH /opt/FJSVibs/bin

LD_LIBRARY_PATH /opt/FJSVibs/lib
/opt/FJSVjms/lib
/opt/FSUNod/lib

環境変数 設定値

PATH /opt/FJSVibs/bin

LD_LIBRARY_PATH /opt/FJSVibs/lib
/opt/FJSVjms/lib
/opt/FJSVod/lib
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実行（コマンド・API）

実行には、コマンドラインからフロー実行する方法とAPIを使用してクライアントアプリケーションからフロー実行する方法があります。ここでは

2つの実行方法について説明します。

実行（コマンドラインからフロー実行する場合）

コマンドを使用したフロー実行については、以下の手順で実行してください。

1. ファイルを削除します。

以下のファイルが存在する場合は、ファイルを削除してください。

D:\JavaBatch\sample\outfile

/tmp/JavaBatch/sample/outfile

2. コマンドを実行します。

フローの実行を行うコマンドはapfwsubflowです。オプションには以下の値を指定してください。

－ フロー定義名：sampleFlowDef

－ フロー名：sampleFlow

－ 業務データ：sleeptime=0,data= OUTPUTDATA

－ リソースユニット名：sampleunit

－ 実行ログ出力パス：C:\tmp（Solaris/Linuxの場合は/tmp）

－ フロータイムアウト時間：600s

apfwsubflow -f sampleFlowDef -n sampleFlow -r sleeptime=0:data=OUTPUTDATA -runit sampleunit -p C:\tmp -s -

t 600s

apfwsubflow -f sampleFlowDef -n sampleFlow -r sleeptime=0:data=OUTPUTDATA -runit sampleunit -p /tmp -s -t 

600s

3. 実行ログを確認して、正常に終了したことを確認します。

実行ログはフロー実行コマンド実行時に指定した実行ログ出力パスに出力されます。正常に終了したことを確認するには、下記

の実行ログ出力例の太字部分が“Normal”になっていることを確認してください。これは実行したフローが正常に終了したことを

表します。

********** FLOW INFORMATION **********

CORRELATION ID               = sampleFlow_00000

FLOW NAME                    = sampleFlow

RESOURCE UNIT NAME           = sampleunit

START SERVER USER ID         = Administrator

FLOW END STATUS              = Normal

FLOW DEFINITION NAME         = sampleFlowDef

COMMAND START TIME           = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

FLOW START TIME              = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

FLOW END TIME                = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

START SERVER HOST NAME       = XXXX(192.168.143.175)

EXECUTION SERVER HOST NAME   = XXXX(192.168.143.175)
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START APPLICATION NAME       = -

LIMIT TIME                   = 600

OPERATION OF FILE EXCLUSIVE  = wait

********** EXECUTION INFORMATION **********

----- SampleA -----

START TIME        = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

INPUT PARAMETER

{FlowDefName=sampleFlowDef, APFW_CORRELATIONID=sampleFlow_00000, sleeptime=0, 

data=OUTPUTDATA}

END STATUS        = Normal

END TIME          = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

----- SampleB -----

START TIME        = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

INPUT PARAMETER

{FlowDefName=sampleFlowDef, APFW_CORRELATIONID=sampleFlow_00000, sleeptime=0, 

data=OUTPUTDATA}

RESOURCE NAME     = OUTPUT

        RESOURCE KIND                 = file

        DIRECTORY NAME                = D:\JavaBatch\sample\outfile(注)

        FILE NAME                     = outfile

        ALLOCATION                    = new(error,write)

        OPERATION OF POST PROCESS END = keepEND STATUS        = Normal

END TIME          = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

----- SampleC -----

START TIME        = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

INPUT PARAMETER

{FlowDefName=sampleFlowDef, APFW_CORRELATIONID=sampleFlow_00000, sleeptime=0, 

data=OUTPUTDATA}

END STATUS        = Normal

END TIME          = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

********** MESSAGE **********

注) Solaris/Linuxの場合には“D:\JavaBatch\sample\outfile”を“/tmp/JavaBatch/sample/outfile”に読み替えてください。

4. 出力ファイルに業務データ“data”に指定した値が書き込まれていることを確認します。

type D:\JavaBatch\sample\outfile

OUTPUTDATA

cat /tmp/JavaBatch/sample/outfile

OUTPUTDATA

実行（APIからフロー実行する場合）

クライアントアプリケーションを呼び出します。

JDK/JRE 5.0を使用してクライアントアプリケーションを実行してください。事前に“D.3.3 環境変数”を参照して、環境変数を設定してく

ださい。

クライアントアプリケーションでは、バッチ実行基盤より提供されるAPIを使用してフローの実行と結果取得を行います。

クライアントアプリケーションの内容については“クライアントアプリケーションのサンプルソース”を参照してください。

1. ファイルを削除します。

以下のファイルが存在する場合は、ファイルを削除してください。
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D:\JavaBatch\sample\outfile

/tmp/JavaBatch/sample/outfile

2. クラスパスの設定を行います。

set CP=%IS_HOME%\BAS\lib\apfwbatch50.jar;%IS_HOME%\BAS\lib\apfwflowctrl50.jar;%IS_HOME%\BAS\lib

\apfwbatchfilemngr.jar;%IS_HOME%\BAS\lib\apfwbatchbc.jar;%IS_HOME%\BAS\lib\apfwibscm.jar;%IS_HOME%

\J2EE\lib\isj2ee.jar;%IS_HOME%\ODWIN\etc\class\ODjava4.jar;%IS_HOME%\eswin\lib\esnotifyjava4.jar;

%IS_HOME%\jms\lib\fjmsprovider.jar;%IS_HOME%\BAS\sample\JavaBatch\bin

[bash の場合]

CP=/opt/FJSVibs/lib/apfwbatch50.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwflowctrl50.jar:/opt/FJSVibs/lib/

apfwbatchfilemngr.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchbc.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwibscm.jar:/opt/

FJSVj2ee/lib/isj2ee.jar:/opt/FSUNod/etc/class/ODjava4.jar:/opt/FJSVes/lib/esnotifyjava4.jar:/opt/

FJSVjms/lib/fjmsprovider.jar:/opt/FJSVibs/sample/JavaBatch/bin ; export CP

[tcsh, csh の場合]

setenv CP /opt/FJSVibs/lib/apfwbatch50.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwflowctrl50.jar:/opt/FJSVibs/lib/

apfwbatchfilemngr.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchbc.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwibscm.jar:/opt/

FJSVj2ee/lib/isj2ee.jar:/opt/FSUNod/etc/class/ODjava4.jar:/opt/FJSVes/lib/esnotifyjava4.jar:/opt/

FJSVjms/lib/fjmsprovider.jar:/opt/FJSVibs/sample/JavaBatch/bin

[bash の場合]

CP=/opt/FJSVibs/lib/apfwbatch50.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwflowctrl50.jar:/opt/FJSVibs/lib/

apfwbatchfilemngr.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchbc.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwibscm.jar:/opt/

FJSVj2ee/lib/isj2ee.jar:/opt/FJSVod/etc/class/ODjava4.jar:/opt/FJSVes/lib/esnotifyjava4.jar:/opt/

FJSVjms/lib/fjmsprovider.jar:/opt/FJSVibs/sample/JavaBatch/bin ; export CP

[tcsh, csh の場合]

setenv CP /opt/FJSVibs/lib/apfwbatch50.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwflowctrl50.jar:/opt/FJSVibs/lib/

apfwbatchfilemngr.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchbc.jar:/opt/FJSVibs/lib/apfwibscm.jar:/opt/

FJSVj2ee/lib/isj2ee.jar:/opt/FJSVod/etc/class/ODjava4.jar:/opt/FJSVes/lib/esnotifyjava4.jar:/opt/

FJSVjms/lib/fjmsprovider.jar:/opt/FJSVibs/sample/JavaBatch/bin

3. クライアントアプリケーションを実行します。

java -Djava.naming.factory.initial=com.fujitsu.interstage.j2ee.jndi.InitialContextFactoryForClient -

classpath %CP% com.fujitsu.interstage.apfw.batch.samples.StartFlow

java -Djava.naming.factory.initial=com.fujitsu.interstage.j2ee.jndi.InitialContextFactoryForClient -

classpath $CP com.fujitsu.interstage.apfw.batch.samples.StartFlow
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4. 簡易実行ログを確認して、フローが正常に終了したことを確認します。

正常に終了したことを確認するには、下記の簡易実行ログ出力例の太字部分が“END Normal”になっていることを確認してくだ

さい。

YYYY/MM/DD hh:mm:ss.SSS sampleFlow_00001 START sampleFlow sampleFlowDef Administrator 

XXXX(192.168.143.175)

YYYY/MM/DD hh:mm:ss.SSS sampleFlow_00001 END Normal

簡易実行ログは以下のディレクトリに格納されています。

格納先ディレクトリ

[Interstageインストールディレクトリ]\BAS\var\JavaBatch\log2\sampleunit\
対象ファイル

simpleExecute*.log
*：0～4までの数字

格納先ディレクトリ

/opt/FJSVibs/var/JavaBatch/log2/sampleunit/
対象ファイル

simpleExecute*.log
*：0～4までの数字

5. 出力ファイルに業務データ“data”に指定した値が書き込まれていることを確認します。

type D:\JavaBatch\sample\outfile

OUTPUTDATA

cat /tmp/JavaBatch/sample/outfile

OUTPUTDATA

 
再実行

再実行は、エラーとなったフローに対してエラーが発生した業務アプリケーションからフロー実行を行います。

エラー発生-再実行については、以下の手順で実行してください。

1. 業務アプリケーションBを異常終了させるために、以下のファイルを作成してください。

D:\JavaBatch\sample\outfile

cat /tmp/JavaBatch/sample/outfile

2. コマンドを使用してフローの実行を行います。

apfwsubflow -f sampleFlowDef -n sampleFlow -r sleeptime=0:data=OUTPUTDATA -runit sampleunit -p C:\tmp -s 

-t 600s
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apfwsubflow -f sampleFlowDef -n sampleFlow -r sleeptime=0:data=OUTPUTDATA -runit sampleunit -p /tmp -s -

t 600s

3. 出力された実行ログを確認して、エラーが発生していることを確認します。

下記の実行ログ出力例の太字部分が “Error”となっていることを確認してください。これは、フローが途中で異常終了したことを

表します。

********** FLOW INFORMATION **********

CORRELATION ID               = sampleFlow_00002

FLOW NAME                    = sampleFlow

RESOURCE UNIT NAME           = sampleunit

START SERVER USER ID         = Administrator

FLOW END STATUS              = Error

FLOW DEFINITION NAME         = sampleFlowDef

COMMAND START TIME           = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

FLOW START TIME              = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

FLOW END TIME                = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

START SERVER HOST NAME       = XXXX(192.168.143.175)

EXECUTION SERVER HOST NAME   = XXXX(192.168.143.175)

START APPLICATION NAME       = -

LIMIT TIME                   = 600

OPERATION OF FILE EXCLUSIVE  = wait

********** EXECUTION INFORMATION **********

----- SampleA -----

START TIME        = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

INPUT PARAMETER

{FlowDefName=sampleFlowDef, APFW_CORRELATIONID=sampleFlow_00002, sleeptime=0, data=OUTPUTDATA}

END STATUS        = Normal

END TIME          = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

********** MESSAGE **********

FSP_INTS-BAS_AP: ERROR: 29123: File already exists. : flow name='sampleFlow', Correlation 

ID='sampleFlow_00002', application='SampleB', resource name='OUTPUT', filename='outfile', path='D:

\JavaBatch\sample\outfile'(注)

注) Solaris/Linuxの場合には“D:\JavaBatch\sample\outfile”を“/tmp/JavaBatch/sample/outfile”に読み替えてください。

4. apfwinfoflowコマンドでフローの状態とコリレーションIDの確認を行います。

コリレーションIDは“フロー名（またはフロー定義名）＋5桁の整数”で表されます。

apfwinfoflow

FlowName   CorrelationID    ResourceUnit State       StartTime           UserName      

---------------------------------------------------------------------------------------

sampleFlow sampleFlow_00002 sampleunit   AbnormalEnd YYYY/MM/DD hh:mm:ss Administrator 

---------------------------------------------------------------------------------------

5. 業務アプリケーションBを正常終了させるために、手順1.で作成した以下のファイルを削除します。

D:\JavaBatch\sample\outfile

/tmp/JavaBatch/sample/outfile
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6. 手順4.で確認したコリレーションIDを指定してフローの再実行を行います。

コマンドを使用してフローの実行を行います。

apfwsubflow -i sampleFlow_00002 -p C:\tmp -s

apfwsubflow -i sampleFlow_00002 -p /tmp -s

7. apfwinfoflowコマンドと実行ログからフローが正常終了したことを確認します。

apfwinfoflowコマンドで表示されるフロー一覧の中に、手順4.でエラーとなっていたフローが表示されないことを確認してくださ

い。

apfwinfoflow

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28625: 表示可能なフローは存在しません: フロー名=, ユーザー名=, リソースユニット名=

********** FLOW INFORMATION **********

CORRELATION ID               = sampleFlow_00002

FLOW NAME                    = sampleFlow

RESOURCE UNIT NAME           = sampleunit

START SERVER USER ID         = Administrator

FLOW END STATUS              = Normal

FLOW DEFINITION NAME         = sampleFlowDef

COMMAND START TIME           = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

FLOW START TIME              = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

FLOW END TIME                = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

START SERVER HOST NAME       = XXXX(192.168.143.175)

EXECUTION SERVER HOST NAME   = XXXX(192.168.143.175)

START APPLICATION NAME       = SampleB

LIMIT TIME                   = 0

OPERATION OF FILE EXCLUSIVE  = wait

********** EXECUTION INFORMATION **********

----- SampleB -----

START TIME        = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

INPUT PARAMETER

{FlowDefName=sampleFlowDef, APFW_CORRELATIONID=sampleFlow_00002, sleeptime=0, data=OUTPUTDATA}

RESOURCE NAME     = OUTPUT

    RESOURCE KIND                 = file

    DIRECTORY NAME                = D:\JavaBatch\sample\outfile(注)

    FILE NAME                     = outfile

    ALLOCATION                    = new(error,write)

    OPERATION OF POST PROCESS END = keep

END STATUS        = Normal

END TIME          = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

----- SampleC -----

START TIME        = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

INPUT PARAMETER

{FlowDefName=sampleFlowDef, APFW_CORRELATIONID=sampleFlow_00002, sleeptime=0, data=OUTPUTDATA}

END STATUS        = Normal

END TIME          = YYYY/MM/DD hh:mm:ss

********** MESSAGE **********

注) Solaris/Linuxの場合には“D:\JavaBatch\sample\outfile”を“/tmp/JavaBatch/sample/outfile”に読み替えてください。
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キャンセル

キャンセルは、実行中のフローに対して処理の打ち切りを行います。

キャンセル-削除については、以下の手順で実行してください。

1. コマンドからフローを実行します。その際にパラメーターsleeptimeに“30”を指定してください。業務アプリケーションBでフローが

30秒停止します。停止している間に手順2.と手順3.を実行してください。停止時間を過ぎるとフローは正常に終了します。その場

合は、パラメーターsleeptimeの値を30より大きい値にして再度実行してください。

apfwsubflow -f sampleFlowDef -n sampleFlow -r sleeptime=30:data=OUTPUTDATA -runit sampleunit -p C:\tmp -s 

-t 600s

apfwsubflow -f sampleFlowDef -n sampleFlow -r sleeptime=30:data=OUTPUTDATA -runit sampleunit -p /tmp -s -

t 600s

2. 手順1.とは別Windowを立ち上げてapfwinfoflowコマンドを使用して、実行中のフローのコリレーションIDを確認します。

apfwinfoflowコマンドで表示されるフローのStateが、実行中(Executing)になっていることを確認してください。

apfwinfoflow

FlowName   CorrelationID    ResourceUnit State     StartTime           UserName      

-------------------------------------------------------------------------------------

sampleFlow sampleFlow_00003 sampleunit   Executing YYYY/MM/DD hh:mm:ss Administrator 

-------------------------------------------------------------------------------------

3. 手順2.で確認したコリレーションIDを指定して、apfwcancelflowコマンドを実行します。

apfwcancelflow -y sampleFlow_00003

4. 実行コマンドに“キャンセルされました”というメッセージが出力されるので確認してください。

apfwsubflow -f sampleFlowDef -n sampleFlow -r sleeptime=30:data=OUTPUTDATA -runit sampleunit -p C:

\tmp -s -t 600s

sampleFlow_00003

FSP_INTS-BAS_AP: 情報: 28778: フローがキャンセルされました

5. apfwinfoflowコマンドでフローの状態とコリレーションIDの確認を行います。

apfwinfoflowコマンドで表示されるフローのStateが、キャンセル(Canceled)になっていることを確認してください。これは、フロー

がキャンセル依頼によってキャンセルされたことを表します。

FlowName   CorrelationID    ResourceUnit State    StartTime           UserName      

------------------------------------------------------------------------------------

sampleFlow sampleFlow_00003 sampleunit   Canceled YYYY/MM/DD hh:mm:ss Administrator 

------------------------------------------------------------------------------------
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6. 手順5.で確認したコリレーションIDを指定してフローの削除を行います。

apfwrmflow sampleFlow_00003

FlowName   CorrelationID    ResourceUnit State    StartTime           UserName      

------------------------------------------------------------------------------------

sampleFlow sampleFlow_00003 sampleunit   Canceled YYYY/MM/DD hh:mm:ss Administrator 

------------------------------------------------------------------------------------

フロー"sampleFlow_00003"を削除しますか？(Y/N) y

7. apfwinfoflowコマンドでフローが正常に削除されたことを確認してください。

apfwinfoflowコマンドで表示されるフロー一覧の中に、手順5.でキャンセルとなっていたフローが表示されないことを確認してく

ださい

apfwinfoflow

FSP_INTS-BAS_AP: エラー: 28625: 表示可能なフローは存在しません: フロー名=, ユーザー名=, リソースユ

ニット名=

A.4 サンプルで使用する各種資材
 

サンプルで使用する各種資材名

フロー定義名 sampleFlowDef.apfl

業務アプリケーション名 SampleApl.jar

クライアント

アプリケーション名

StartFlow.class

Interstage Studioのプロジェクト名

（業務アプリケーション）

SampleApl

Interstage Studioのプロジェクト名

（クライアントアプリケーション）

StartFlow

環境構築セットアップファイル名

sampleEnv.bat

sampleEnv.sh

 
各種資材配置場所

サンプルを使用する上で必要な資材は以下のディレクトリに格納されています。

サーバの資材

フロー定義 [Interstageインストールディレクトリ]\BAS\sample\JavaBatch\

業務アプリケーション [Interstageインストールディレクトリ]\BAS\sample\JavaBatch\lib\

クライアントアプリケーション [Interstageインストールディレクトリ]\BAS\sample\JavaBatch\bin
\

com\fujitsu\interstage\apfw\batch\samples\

環境構築セットアップファイル [Interstageインストールディレクトリ]\BAS\sample\JavaBatch\bin
\
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開発環境の資材

Interstage Studioのプロジェクト [Interstageインストールディレクトリ]\JOB\sample\JavaBatch\

サーバの資材

フロー定義 /opt/FJSVibs/sample/JavaBatch/

業務アプリケーション /opt/FJSVibs/sample/JavaBatch/lib/

クライアントアプリケーション /opt/FJSVibs/sample/JavaBatch/bin/
com/fujitsu/interstage/apfw/batch/samples/

環境構築セットアップファイル /opt/FJSVibs/sample/JavaBatch/bin/

開発環境の資材

Interstage Studioのプロジェクト [Interstageインストールディレクトリ]\JOB\sample\JavaBatch\

クライアントアプリケーションのサンプルソース

StartFlow.java

package com.fujitsu.interstage.apfw.batch.samples;

import javax.resource.ResourceException;

import javax.resource.cci.Connection;

import javax.resource.cci.Interaction;

import javax.resource.cci.LocalTransaction;

import com.fujitsu.interstage.apfw.batch.ra.ApfwJBConnectionFactory;

import com.fujitsu.interstage.apfw.batch.ra.ApfwJBFlowResult;

import com.fujitsu.interstage.apfw.batch.ra.ApfwJBInteractionSpec;

import com.fujitsu.interstage.apfw.batch.ra.ApfwJBMappedRecord;

import com.fujitsu.interstage.apfw.batch.ra.ApfwJBRecordFactory;

public class StartFlow {

    public static void main(String[] args) {

        Interaction inter_s =null;

        Interaction inter_r = null;

        Connection con = null;

        LocalTransaction tran = null;

        int kind = ApfwJBFlowResult.KIND_ERROR_ABNORMAL;

        try {

            // ConnectionFactoryを作成します。

            ApfwJBConnectionFactory cfi = ApfwJBConnectionFactory.getInstance();

            // Connectionを作成します。

            con = cfi.getConnection();

            // RecordFactoryを作成します

            ApfwJBRecordFactory rf = (ApfwJBRecordFactory) cfi.getRecordFactory();

            // LocalTransactionを作成します。

            tran = con.getLocalTransaction();

            // Interactionを作成します。

            inter_s = con.createInteraction();

            // 入力用Recordを作成します。

            ApfwJBMappedRecord input = rf.createJBMappedRecord(null);

            // 出力用Recordを作成します。

            ApfwJBMappedRecord output = rf.createJBMappedRecord(null);

            // InteractionSpecを作成します。

- 450 -



            ApfwJBInteractionSpec interSpec = new ApfwJBInteractionSpec();

            // トランザクションを開始します。

            tran.begin();

            // フローの実行方法を指定します。

            interSpec.setExecutionType(ApfwJBInteractionSpec.APFW_SUB_FLOW_RESULT);

            // 実行するフロー定義名を指定します。

            interSpec.setFlowName("sampleFlowDef");

            // フロー名を指定します。(省略可)

            interSpec.setAliasName("sampleFlow");

            // リソースユニット名を指定します。(省略可)

            interSpec.setResourceUnit("sampleunit");

            // フロータイムアウト(秒)を指定します。

            interSpec.setFlowTimeout(0);

            // 実行結果の有効期間(秒)を指定します。

            interSpec.setExpiration(3600);

            // 業務データ"data"の値を設定します。

            input.put("data", "OUTPUTDATA");

            // 業務データ"sleeptime"の値を指定します。

            input.put("sleeptime", "0");

            boolean send = inter_s.execute(interSpec, input, output);

            // トランザクションを終了します。

            tran.commit();

            if (send) {

                // トランザクションを開始します。

                tran.begin();

                inter_r = con.createInteraction();

                // フローの結果取得を指定します。

                interSpec.setExecutionType(ApfwJBInteractionSpec.APFW_RESULT_FLOW);

                // 結果取得待ち時間(秒)を指定します。

                interSpec.setExecutionTimeout(60);

                boolean receive = inter_r.execute(interSpec, input, output);

                if (receive) {

                    ApfwJBFlowResult rst = (ApfwJBFlowResult) output.get(ApfwJBFlowResult.APFW_JB_RESULT);

                    kind = rst.getEndStatus();

                    if (kind == ApfwJBFlowResult.KIND_SUCCESS) {

                        System.out.println("NormalEnd");

                    } else if (kind == ApfwJBFlowResult.KIND_ERROR_ABNORMAL) {

                        System.out.println("AbnormalEnd-ErrorCode:"+rst.getErrorCode() );

                    } else if (kind == ApfwJBFlowResult.KIND_ERROR_CANCEL) {

                        System.out.println("Cancell-ErrorCode:"+rst.getErrorCode() );

                    } else if (kind == ApfwJBFlowResult.KIND_ERROR_TIMEOUT) {

                        System.out.println("TimeOut-ErrorCode:"+rst.getErrorCode() );

                    } else if (kind == ApfwJBFlowResult.KIND_ERROR_FORCEDSTOP) {

                        System.out.println("CompulsoryEnd-ErrorCode:"+rst.getErrorCode() );

                    } else if (kind == ApfwJBFlowResult.KIND_ERROR_FLOWEXEC){

                        System.out.println("FlowStartFailure");

                    }

                } else {

                    System.out.println("ResultNotFound");

                }

                // トランザクションを終了します。

                tran.commit();
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            }

        } catch (ResourceException resourceException) {

            // トランザクションをロールバックします。

            if (tran != null) {

                try {

                    tran.rollback();

                } catch (Throwable ignore) {

                    ignore.printStackTrace();

                }

            }

            resourceException.printStackTrace();

        } finally {

            // Interactionをクローズします。

            if (inter_s != null) {

                try {

                    inter_s.close();

                } catch (Throwable ignore) {

                    ignore.printStackTrace();

                }

            }

            if (inter_r != null) {

                try {

                    inter_r.close();

                } catch (Throwable ignore) {

                    ignore.printStackTrace();

                }

            }

            // Connectionをクローズします。

            if (con != null) {

                try {

                    con.close();

                } catch (Throwable ignore) {

                    ignore.printStackTrace();

                }

            }

        }

    }

}
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付録B Systemwalker Operation Managerとの連携

ここでは、スケジューラ製品であるSystemwalker Operation Managerのセットアップ、操作方法、および Systemwalker Operation Manager
と連携して、フローの実行、キャンセル、再実行の各処理を実行する方法を説明します。

なお、Systemwalker Operation Managerでは、スクリプト、コマンド、実行プログラムなどを“ジョブ”といい、“ジョブ”の一連の流れのまと

まりを“ジョブネット”といいます。

・ バッチ実行基盤の各コマンドの詳細は、“第10章 バッチ実行環境の運用”、および“第16章 コマンドリファレンス”を参照してくださ

い。

・ Interstageの環境構築に関する各コマンドおよびサービスの詳細は、“第10章 バッチ実行環境の運用”、およびInterstage Application
Serverのマニュアルを参照してください。

・ Systemwalker Operation Managerの詳細は、Systemwalker Operation Managerのマニュアルを参照してください。

・ Systemwalkerスクリプトの詳細は、Systemwalker Operation Managerのマニュアルを参照してください。

B.1 Systemwalker Operation Managerのセットアップ

Systemwalker Operation Managerはクライアントサーバ型のアプリケーションです。

ジョブを実行するためには、Systemwalker Operation Managerのサーバおよびクライアントの両方がインストールされている必要があり

ます。

B.2 Systemwalker Operation Managerの操作方法

ここでは、Systemwalker Operation Managerを使って、次の一連の操作を行う方法を説明します。

1. B.2.1 Systemwalker Operation Managerクライアントの起動

2. B.2.2 プロジェクトの登録

3. B.2.3 ジョブネットおよびジョブの登録

4. B.2.4 ジョブネットの起動

5. B.2.5 ジョブネットの起動結果の確認

B.2.1 Systemwalker Operation Managerクライアントの起動

Systemwalker Operation Managerクライアントの起動は、次の手順で行います。

1. あらかじめSystemwalker Operation Managerサーバを起動しておきます。

2. [スタート]メニューから[プログラム] > [Systemwalker Operation Manager] > [Systemwalker Operation Manager]を実行します。
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3. [Systemwalker Operation Manager [ログイン]]画面が表示されます。

接続先のホスト名、ユーザー名およびそのパスワードを指定して、[OK]ボタンを実行します。

[ホスト名] 接続先のホスト名またはIPアドレスを指定します。

ここでは、“host1”を指定しています。

[ユーザ名] 接続先のホストのユーザー名を指定します。

ここでは、Windowsの例として“Administrator”を指定し

ています。

[パスワード] 接続先のホストのパスワードを指定します。

ここでは、[ユーザ名]で指定したユーザー名でのログイ

ンに必要なパスワードを指定しています。
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4. 下図の[Systemwalker Operation Manager]画面が表示されたら、Systemwalker Operation Managerクライアントの起動は完了で

す。

B.2.2 プロジェクトの登録

スケジュールされたジョブを登録するためには、プロジェクトを登録する必要があります。

プロジェクトの登録は、システム管理者の権限を持つユーザーだけが行うことができます。

プロジェクトの登録は、次の手順で行います。

1. “B.2.1 Systemwalker Operation Managerクライアントの起動”で説明している方法で、Systemwalker Operation Managerクライア

ントを起動します。
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2. [Systemwalker Operation Manager]画面の左側ペインで[ジョブスケジューラ]を選択します。

3. メニューバーから[ファイル] > [新規作成] > [プロジェクト]を実行します。

4. [プロジェクトの登録]画面が表示されます。

プロジェクト名および所有者を指定して、[OK]ボタンを実行します。

[プロジェクト名] 登録するプロジェクト名

ここでは、“Project1”を指定しています。

[所有者] プロジェクト内の各ジョブの実行ユーザー

ここでは、Windowsの例として“Administrator”を指定

しています。

5. 以上の操作で、プロジェクトの登録は完了です。

[Systemwalker Operation Manager]画面の左側ペイン上の[ジョブスケジューラ]のツリーを広げて、プロジェクトが登録されたこと

を確認します。
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B.2.3 ジョブネットおよびジョブの登録

“B.2.2 プロジェクトの登録”で説明している方法で、プロジェクトを登録したら、ジョブネットおよびジョブを登録します。

ジョブネットおよびジョブの登録は、次の手順で行います。

1. “B.2.1 Systemwalker Operation Managerクライアントの起動”で説明している方法で、Systemwalker Operation Managerクライア

ントを起動します。

2. [Systemwalker Operation Manager]画面の左側ペイン上の[ジョブスケジューラ]のツリーを広げます。

3. “B.2.2 プロジェクトの登録”で説明している方法で、登録したプロジェクトを選択します。

4. メニューバーから[ファイル] > [新規作成] > [ジョブネット] > [ジョブ実行制御]を実行します。
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5. [ジョブネットの新規作成]画面が表示されます。

6. [ジョブネットの新規作成]画面の上部にある[コマンド実行]アイコンを選択し、中央のペイン（ジョブフロー表示域）をクリックして、

配置します。
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7. ジョブを配置すると[登録 - ジョブ]画面が表示されます。

この画面で、実行するコマンドなどを指定し、[OK]を実行して、ジョブを登録します。

[コマンド] 実行するコマンドを指定します。

ここでは、16.1 apfwsubflowコマンドの絶対パスを指定します。

“C:\Interstage”にInterstage Job Workload Serverをインストールした場合

は、“C:\Interstage\bin\apfwsubflow.exe”を指定します。

 

“/opt/FJSVibs/bin/apfwsubflow”を指定します。

[パラメタ] コマンドに渡すパラメーターを指定します。

ここでは、“付録A サンプル”で説明しているサンプルを使用する場合に16.1
apfwsubflowに渡すパラメーターを指定します。なお、フローの結果として実

行ログをジョブネットの[前回履歴]タブで参照する場合は、下記コマンドを実

行する際に“-s”オプションを外して実行してください。

“-f sampleFlowDef -n sampleFlow -r sleeptime=180:data=OUTPUTDATA -
runit sampleunit -p C:\tmp -s -t 600s”を指定します。
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“-f sampleFlowDef -n sampleFlow -r sleeptime=180:data=OUTPUTDATA -
runit sampleunit -p /tmp -s -t 600s”を指定します。

[ディレクトリ] ジョブを実行する際のカレントディレクトリを指定します。

“C:\tmp”を指定します。

 

“/tmp”を指定します。

[コメント] コメントを指定します。

ここでは、“フロー実行1”を指定しています。

[ジョブ名] ジョブ名を指定します。ここで指定したジョブ名がジョブ実行制御のジョブ名

として扱われます。

ここでは、“subflow1”を指定しています。

8. [ジョブネットの新規作成]画面の中央のペイン（ジョブフロー表示域）に、[コマンド実行]アイコンが追加されていることを確認しま

す。

[コマンド実行]アイコンが追加されていれば、ジョブの登録は完了です。
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9. メニューバーから[ファイル] > [名前を付けて保存]を実行すると、[名前を付けて保存]画面が表示されます。

[ジョブネット名]および[ジョブネット名称]を指定して[保存]をクリックします。

[ジョブネット名] ジョブネット名を指定します。

ここでは、“JobNet1”を指定しています。

[ジョブネット名称] ジョブネット名称を指定します。

ここでは、“JobNet1”を指定しています。

10. 以上の操作で、ジョブネットの登録は完了です。

[ジョブネットの新規作成]画面のタイトルバーが変更され、[ジョブネットの変更]画面になります。

11. [ジョブネットの変更]画面を終了します。

12. [Systemwalker Operation Manager]画面の左側ペイン上から[ジョブスケジューラ] > [Project]のツリーを広げて、ジョブネットが登

録されたことを確認します。
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B.2.4 ジョブネットの起動

“B.2.3 ジョブネットおよびジョブの登録”で説明している方法で、ジョブネットを登録したら、ジョブネットを起動することができます。

ジョブネットの起動は、次の手順で行います。

1. ファイルを削除します。

以下のファイルが存在する場合は、ファイルを削除してください。

D:\JavaBatch\sample\outfile

 

/tmp/JavaBatch/sample/outfile

2. “B.2.1 Systemwalker Operation Managerクライアントの起動”で説明している方法で、Systemwalker Operation Managerクライア

ントを起動します。

3. [Systemwalker Operation Manager]画面の左側ペインから[ジョブスケジューラ] > [Project1] > [JobNet1]を選択します。

4. メニューバーから[ファイル] > [スケジュール操作] > [起動]を実行します。

5. 以上の操作で、ジョブネットが起動されます。

6. しばらくしてジョブネットの起動が終了したら、[Systemwalker Operation Manager]画面の右側ペインに起動結果が表示されま

す。

B.2.5 ジョブネットの起動結果の確認

“B.2.4 ジョブネットの起動”で説明している方法でジョブネットを起動したあとに、ジョブネットの起動結果を確認することができます。

ジョブネットの起動結果の確認は、次の手順で行います。

1. “B.2.1 Systemwalker Operation Managerクライアントの起動”で説明している方法で、Systemwalker Operation Managerクライア

ントを起動します。

2. [Systemwalker Operation Manager]画面の左側ペインから[ジョブスケジューラ] > [Project1] > [JobNet1]を選択します。

3. メニューバーから、[ファイル] > [開く]を実行します。
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4. [ジョブネットの監視]画面が表示されます。

5. [ジョブネットの監視]画面の中央のペイン（ジョブフロー表示域）上の、該当するジョブを選択します。

6. メニューバーから[ファイル] > [プロパティ]を実行します。

7. [監視 - ジョブ]画面が表示されます。
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8. [前回履歴]タブを選択します。

下図は、16.1 apfwsubflowコマンドが正常終了した場合の画面例です。

B.3 アプリケーションサーバの環境構築

バッチ実行基盤が動作するように、あらかじめアプリケーションサーバを動作可能な状態にしておきます。

 
Interstageの場合

Interstageにおいて“付録A サンプル”で説明しているサンプルを使用する場合は、次の手順で環境構築を行います。

1. Interstage JMXサービスを起動します。

2. Interstageサービスを起動します。

3. バッチマネージャーを作成および起動します。

(16.10 apfwmkmngrおよび16.12 apfwstartmngrコマンドの実行)

4. リソースユニットを作成および起動します。

(16.6 apfwmkunitおよび16.8 apfwstartunitコマンドの実行)

5. 業務処理実行アプリケーションを配備します。

(ijsdeploymentコマンドの実行)
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6. フロー定義を登録します。

(16.17 apfwregflowコマンドの実行)

 
Interstage以外のアプリケーションサーバの場合

Interstage以外のアプリケーションサーバでは、次の手順で環境構築を行います。

1. “第13章 バッチ実行環境のセットアップ(Interstage以外のJavaEE環境)”の説明にしたがって、アプリケーションサーバの環境構

築を行います。

2. フロー定義を登録します。

(16.17 apfwregflowコマンドの実行)

B.4 各処理の実行

ここでは、フローの実行、キャンセル、および再実行を行うジョブの登録方法を説明します。

なおジョブの登録方法は、“B.2.3 ジョブネットおよびジョブの登録”を参照してください。

B.4.1 フローの実行

フローを実行するには、16.1 apfwsubflowコマンドを実行します。

Systemwalker Operation Managerクライアントを使ってフローを実行する場合は、下図のような“コマンド実行”ジョブを登録して、ジョブ

ネットを起動します。
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[コマンド] 実行するコマンドを指定します。

ここでは、16.1 apfwsubflowコマンドの絶対パスを指定します。

“C:\Interstage”にInterstage Job Workload Serverをインストールした場合は、“C:
\Interstage\bin\apfwsubflow.exe”を指定します。

 

“/opt/FJSVibs/bin/apfwsubflow”を指定します。

[パラメタ] コマンドに渡すパラメーターを指定します。

ここでは、“付録A サンプル”で説明しているサンプルを使用する場合に16.1 apfwsubflow
に渡すパラメーターを指定します。

“-f sampleFlowDef -n sampleFlow -r sleeptime=180:data=OUTPUTDATA -runit
sampleunit -p C:\tmp -s -t 600s”を指定します。

 

“-f sampleFlowDef -n sampleFlow -r sleeptime=180:data=OUTPUTDATA -runit
sampleunit -p /tmp -s -t 600s”を指定します。

[ディレクトリ] ジョブを実行する際のカレントディレクトリを指定します。

“C:\tmp”を指定します。
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“/tmp”を指定します。

[コメント] コメントを指定します。

ここでは、“フロー実行1”を指定しています。

[ジョブ名] ジョブ名を指定します。ここで指定したジョブ名がジョブ実行制御のジョブ名として扱われ

ます。

ここでは、“subflow1”を指定しています。

1. “コマンド実行”ジョブを登録して、ジョブネットを起動します。

・ “コマンド実行”ジョブを登録する方法は、“B.2.3 ジョブネットおよびジョブの登録”を参照してください。

・ ジョブネットを起動する方法は、“B.2.4 ジョブネットの起動”を参照してください。

B.4.2 フローのキャンセル

16.1 apfwsubflowコマンドは、実行したフローが終了するまで待機します。

Systemwalker Operation Managerクライアントでは、高負荷状態が続いたり予期しない障害が発生したりして一定時間経過してもフロー

が終了しない場合は、16.1 apfwsubflowコマンドを実行する“コマンド実行”ジョブを強制終了することにより、フローをキャンセルするこ

とができます。

一定時間経過してもフローが終了しない場合に強制終了する“コマンド実行”ジョブの設定例を、次に示します。

1. [登録 - ジョブ]画面の[基本情報]タブにおいて、“B.4.1 フローの実行”で説明している画面と同様の設定を行います。
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2. [登録 - ジョブ]画面の[詳細情報]タブにおいて、下図のような設定を行います。

[打ち切り時間] 打ち切るまでの時間を指定します。

ここでは、1分経過しても“コマンド実行”ジョブが終了しない場合に強制終了するよ

うに指定しています。

3. “コマンド実行”ジョブを登録して、ジョブネットを起動します。

B.4.3 フローの再実行

異常終了またはキャンセルしたフローを再実行するには、16.1 apfwsubflowコマンドの“-i”オプションにコリレーションIDを指定しま

す。

コリレーションIDは、次のコマンドが標準出力に出力するものを使用できます。

・ 16.1 apfwsubflowコマンド

・ 16.4 apfwinfoflowコマンド

ここでは、Systemwalker Operation Managerクライアントを使ってフローを再実行する方法の例として、次の2つの“コマンド実行”ジョブ

について説明します。

・ 16.1 apfwsubflowコマンドが出力するコリレーションIDをファイルに格納する“コマンド実行”ジョブを作成し、フローを実行します。
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・ 以下の処理を行うSystemwalkerスクリプトを実行する“コマンド実行”ジョブを作成し、フローを再実行します。

ファイルからコリレーションIDを取得したうえで、apfwsubflowコマンドを“-i”オプション付きで実行

 
コリレーションIDをファイルに格納するジョブ

“コマンド実行”ジョブでは、標準出力に出力された内容をファイルに格納するように設定することができます。“コマンド実行”ジョブの

設定例を、次に示します。

1. [登録 - ジョブ]画面の[基本情報]タブにおいて、“B.4.1 フローの実行”で説明している画面と同様に以下の設定を行います。

[コマンド] 実行するコマンドを指定します。

ここでは、16.1 apfwsubflowコマンドの絶対パスを指定します。

“C:\Interstage”にInterstage Job Workload Serverをインストールした場合は、“C:
\Interstage\bin\apfwsubflow.exe”を指定します。

 

“/opt/FJSVibs/bin/apfwsubflow”を指定します。

[パラメタ] コマンドに渡すパラメーターを指定します。

ここでは、“付録A サンプル”で説明しているサンプルを使用する場合に16.1
apfwsubflowに渡すパラメーターを指定します。
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“-f sampleFlowDef -n sampleFlow -r sleeptime=0:data=OUTPUTDATA -runit
sampleunit -p C:\tmp -s -t 600s”を指定します。

 

“-f sampleFlowDef -n sampleFlow -r sleeptime=0:data=OUTPUTDATA -runit
sampleunit -p /tmp -s -t 600s”を指定します。

[ディレクトリ] ジョブを実行する際のカレントディレクトリを指定します。

“C:\tmp”を指定します。

 

“/tmp”を指定します。

[コメント] コメントを指定します。

ここでは、“フロー実行1”を指定しています。

[ジョブ名] ジョブ名を指定します。ここで指定したジョブ名がジョブ実行制御のジョブ名として扱

われます。

ここでは、“subflow1”を指定しています。
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2. [登録 - ジョブ]画面の[詳細情報]タブにおいて、下図のように[標準出力ファイル名]に出力先ファイルのパスを設定します。

標準出力ファイル名 コマンドが標準出力に出力した内容を格納するファイル名を指定しま

す。

ここでは、Interstage Job Workload Serverをインストールしたマシン上の

ファイルを指定します。

“C:\tmp\cid.txt”を指定します。

 

“/tmp/cid.txt”を指定します。

3. “コマンド実行”ジョブを登録して、ジョブネットを起動します。

ただし、“付録A サンプル”で説明しているサンプルを使用する場合は、業務アプリケーションBでエラーを発生させるため、事前

に以下のファイルを作成してください。

D:\JavaBatch\sample\outfile

 

/tmp/JavaBatch/sample/outfile
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Systemwalkerスクリプトを実行するジョブ

Systemwalker Operation Managerには、Systemwalkerスクリプトを実行する機能があります。

Systemwalkerスクリプトを使用することにより、ファイルの内容を読み込んだり任意のコマンドを実行したりすることができます。

Systemwalkerスクリプトを実行するジョブは、次の手順で作成します。

1. 下図のようなSystemwalkerスクリプトを作成し、Systemwalker Operation Managerのサーバ（Interstage Job Workload Serverをイン

ストールしたマシン）の“C:\tmp\restart.swt”（Windowsの場合）または“/tmp/restart.swt”（Solaris/Linuxの場合）に格納します。

下図は、“コリレーションIDをファイルに格納するジョブ”の方法で出力した “cid.txt”からコリレーションIDを取得して、フローを再

実行するSystemwalkerスクリプトの例です。

フローを再実行するSystemwalkerスクリプトの例（Windowsの場合、かつInterstage Job Workload Serverを“C:\Interstage”にイン

ストールした場合）

set fc [open {C:\tmp\cid.txt} r]
gets $fc cid
close $fc
set outmsg [exec cmd /c {C:\Interstage\bin\apfwsubflow.exe} -i $cid]
puts stdout $outmsg

フローを再実行するSystemwalkerスクリプトの例（Solarisの場合）

set fc [open /tmp/cid.txt r]
gets $fc
gets $fc cid
close $fc
set outmsg [exec /opt/FJSVibs/bin/apfwsubflow -i $cid]
puts stdout $outmsg

フローを再実行するSystemwalkerスクリプトの例（Linuxの場合）

set fc [open /tmp/cid.txt r]
gets $fc cid
close $fc
set outmsg [exec /opt/FJSVibs/bin/apfwsubflow -i $cid]
puts stdout $outmsg
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2. 下図のようなSystemwalkerスクリプトを実行する“コマンド実行”ジョブを作成します。

[コマンド] 実行するコマンドを指定します。

ここでは、Interstage Job Workload Serverをインストールしたマシン上の

Systemwalkerスクリプト（前ステップで作成したスクリプト）を指定します。

“C:\tmp\restart.swt”を指定します。

 

“/tmp/restart.swt”を指定します。

[パラメタ] コマンドに渡すパラメーターを指定します。

ここでは、パラメーターを指定していません。

[ディレクトリ] ジョブを実行する際のカレントディレクトリを指定します。

“C:\tmp”を指定します。

 

“/tmp”を指定します。

[コメント] コメントを指定します。

ここでは“フロー再実行1”を指定しています。
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[ジョブ名] ジョブ名を指定します。ここで指定したジョブ名がジョブ実行制御のジョブ名

として扱われます。

ここでは、“subflow2”を指定しています。

3. “コマンド実行”ジョブを登録して、ジョブネットを起動します。

ただし、“付録A サンプル”で説明しているサンプルを使用し再実行する場合は、業務アプリケーションBで正常終了させるた

め、“コリレーションIDをファイルに格納するジョブ”で作成した以下のファイルを事前に削除ししてください。

D:\JavaBatch\sample\outfile

 

/tmp/JavaBatch/sample/outfile
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付録C 定義規約

C.1 フロー定義ツールの文字の制約

フロー定義の制約について以下に示します

ファイル管理機能を利用する場合と利用しない場合でフロー定義の制約が異なります。

 
■ファイル管理機能を利用しない場合

ファイル管理機能を利用しない場合（フロー定義画面で“ファイル管理機能を使用する”を選択しない場合）のフロー定義の制約につ

いて示します。

画面名 対象名 内容 条件

アプリケーション連携

フロープロジェクト

プロジェクト名 入力文字数 1～125バイト

文字種 文字種条件 Java識別子（注1）であること

使用可能文字 DOSファイル命名規約内

使用禁止文字 半角空白

フォルダ 入力文字数 ・ フォルダのフルパスで244バイト以内

・ プロジェクトの資産がフルパスで255バイト以内となるよ

うにプロジェクトフォルダのパスの設定が必要

文字種 使用禁止文字 ・ " * , : ; < > ? \ | / 半角空白

・ 終端文字の場合、ピリオド（.）

使用禁止文字列 ・ “aux”、“com1”、“com2”、“com3”、“com4”、“com5”
、“com6”、“com7”、“com8”、“com9”、“con”、“lpt1”
、“lpt2”、“lpt3”、“lpt4”、“lpt5”、“lpt6”、“lpt7”、“lpt8
”、“lpt9”、“nul”、“prn”
（大文字と小文字の区別なし）

・ コンピュータ名で始まるパス名（UNC形式）

アプリケーション連携

フロー定義

フロー定義名 入力文字数 1～63文字

文字種 使用可能文字 全角文字（注2）、英文字（大文字と小文字の区別なし）、半

角数字、半角アンダースコア（_）、半角ハイフン（-）

使用禁止文字 1文字めのみ、半角ハイフン（-）

使用禁止文字列 “aux”、“com1”、“com2”、“com3”、“com4”、“com5”、“c
om6”、“com7”、“com8”、“com9”、“con”、“lpt1”、“lpt2”
、“lpt3”、“lpt4”、“lpt5”、“lpt6”、“lpt7”、“lpt8”、“lpt9”、“
nul”、“prn”
（大文字と小文字の区別なし）

コメント 入力文字数 0～127文字

文字種 使用禁止文字 制御文字（0x00～0x1F、0x7F、ただしLF=0x0Aと

CR=0x0Dは除く）

プロパティ フロー定義名 入力文字数 1～63文字

文字種 使用可能文字 全角文字（注2）、英文字（大文字と小文字の区別なし）、半

角数字、半角アンダースコア（_）、半角ハイフン（-）
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画面名 対象名 内容 条件

使用禁止文字列 “aux”、“com1”、“com2”、“com3”、“com4”、“com5”、“c
om6”、“com7”、“com8”、“com9”、“con”、“lpt1”、“lpt2”
、“lpt3”、“lpt4”、“lpt5”、“lpt6”、“lpt7”、“lpt8”、“lpt9”、“
nul”、“prn”
（大文字と小文字の区別なし）

[フロー前処理のアプ

リケーション]のクラス名

入力文字数 1～255文字

（パッケージ名を含めた文字数とする）

文字種 文字種条件 ・ Java識別子（注1）であること

・ フロー後処理のアプリケーションのクラス名と重複しな

いこと

使用禁止文字 制御文字（0x00～0x1F、0x7F）

[フロー後処理のアプ

リケーション]のクラス名

入力文字数 1～255文字

（パッケージ名を含めた文字数とする）

文字種 文字種条件 ・ Java識別子（注1）であること

・ フロー前処理のアプリケーションのクラス名と重複しな

いこと

使用禁止文字 制御文字（0x00～0x1F、0x7F）

コメント 入力文字数 0～127文字

文字種 使用禁止文字 制御文字（0x00～0x1F、0x7F、ただしLF=0x0Aと

CR=0x0Dは除く）

業務データ定義 業務データ名 入力文字数 1～63文字

文字種 使用可能文字 全角文字（注2）、英文字（大文字と小文字の区別なし）、半

角数字、半角アンダースコア（_）、半角ハイフン（-）

使用禁止文字 1文字めのみ、半角数字および半角ハイフン（-）

使用禁止文字列 ・ 業務データ名の先頭

“AF_”、“APFW_”、 “JMS”
（大文字と小文字の区別なし）

・ 業務データ名の予約語

“AND”、“BETWEEN”、“ESCAPE”、“FALSE”、“IN
”、“IS”、“LIKE”、“NOT”、“NULL”、“OR”、“TRUE”

（大文字と小文字の区別なし）

アクティビティ定義

(Java)
（業務処理実行アプ

リケーション）

アプリケーションの説

明

入力文字数 1～127文字

文字種 使用禁止文字 制御文字（0x00～0x1F、0x7F）、半角カンマ（,）

呼出し定義(Java) クラス名 入力文字数 1～255文字

（パッケージ名を含めた文字数とする）

文字種 文字種条件 ・ Java識別子（注1）であること

・ メソッド名と重複しないこと

使用禁止文字 制御文字（0x00～0x1F、0x7F）

メソッド名 入力文字数 1～255文字

文字種 文字種条件 ・ Java識別子（注1）であること

・ クラス名と重複しないこと

使用禁止文字 制御文字（0x00～0x1F、0x7F）
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画面名 対象名 内容 条件

使用禁止文字列 “getApplicationContext”、“handleException”、“postproce
ss”、“preprocess”、“setApplicationContext”
（大文字と小文字の区別あり）

メッセージ分岐条件

設定

要素番号

（比較元データ名、ま

たは比較対象値が配

列型の場合のみ指定

可能）

入力文字数 1～5文字

数値の範囲 0～65535（半角数字）

比較対象値 入力文字数 1～511文字

（符号、小数点、および指数の文字は、1文字として扱われ

る）

数値の範囲 ・ Long型（8バイト整数）、またはDouble型（8バイト浮動

小数点数）であること

・ Long型の数値は、半角数字（0～9）、または符号（半

角マイナス（-））で指定すること

・ Double型の数値は、半角数字（0～9）、符号（半角プラ

ス（+）、半角マイナス（-））、小数点（半角ピリオド（.））、
または指数（e、E）で指定すること

・ 10進数で指定すること

・ 接尾語（l、L、f、F、d、D）は指定不可

文字種 文字種条件 ・ 業務データ名以外の文字列を指定する場合は、半角

シングルクォート（'）で囲むこと

・ 指定可能な文字数は0～127文字

（値を囲むための半角シングルクォート（'）は文字数に

含まれない）

・ 値の中に半角シングルクォート（'）を指定する場合は、

半角シングルクォートを2つ重ねたエスケープ表記（''）
で記述すること（この場合は2文字として扱われる）

使用禁止文字 制御文字（0x00～0x1F、0x7F）

注1）Java識別子の規約について

  

禁止文字でないこと 【禁止文字】

演算子、空白（半角および全角）、タブ、改行、その他エスケープ文字

予約語でないこと 【予約語】

abstract    boolean    break    byte    case    catch    char    

class    const    continue    default    do    double    else    

extends    final    finally    float    for    goto    

if    implements    import    instanceof    int    interface    

long    native    new    package    private    protected    public    

return    short    static    strictfp    super    switch    

synchronized    this    throw    throws    transient    try    void    

volatile    while
（大文字と小文字の区別あり）
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論理型リテラルで

ないこと

【論理型リテラル】

true    false

空リテラルでない

こと

【空リテラル】

null

1文字めの

使用可能文字

$（\u0024）、_（\u005f）

Java文字（数字を除く）

詳細についてはJava言語規定を参照してください。

2文字め以降の

使用可能文字

$（\u0024）、_（\u005f）

Java文字（数字を含む）

詳細についてはJava言語規定を参照してください。

注2）全角文字に関する注意

定義情報に全角文字が使用されている場合、文字によっては正しくフローの実行が行えないことがあります。以下に示す全角文字

は使用しないでください。

Unicodeと各種文字コー

ド間の変換で問題のある

文字

（WAVE DASH）、 （DOUBLE VERTICAL LINE）、 （MINUS SIGN）、

（CENT SIGN）、 （POUND SIGN）、 （NOT SIGN）、など

機種に依存する文字  など

JIS X
0213:2004(JIS2004)で追

加された文字

 など

 
■ファイル管理機能を利用する場合

ファイル管理機能を利用する場合（フロー定義画面で“ファイル管理機能を使用する”を選択した場合）の制約について示します。

なお、以下ではファイル管理機能を利用しない場合の制約と相違がある項目のみを記載します。

画面名 対象名 内容 条件

アプリケーション連携

フロー定義

フロー定義名 入力文字数 1～63文字

文字種 使用可能文字 半角英文字（大文字と小文字の区別なし）、半角数字、半

角アンダースコア（_）、半角ハイフン（-）

使用禁止文字 1文字目のみ半角ハイフン（-）

使用禁止文字列 “aux”、“com1”、“com2”、“com3”、“com4”、“com5”、“c
om6”、“com7”、“com8”、“com9”、“con”、“lpt1”、“lpt2”
、“lpt3”、“lpt4”、“lpt5”、“lpt6”、“lpt7”、“lpt8”、“lpt9”、“
nul”、“prn”

（大文字と小文字の区別なし）

プロパティ フロー定義名 入力文字数 1～63文字

文字種 使用可能文字 半角英文字（大文字と小文字の区別なし）、半角数字、半

角アンダースコア（_）、半角ハイフン（-）

使用禁止文字列 “aux”、“com1”、“com2”、“com3”、“com4”、“com5”、“c
om6”、“com7”、“com8”、“com9”、“con”、“lpt1”、“lpt2”
、“lpt3”、“lpt4”、“lpt5”、“lpt6”、“lpt7”、“lpt8”、“lpt9”、“
nul”、“prn”

（大文字と小文字の区別なし）
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画面名 対象名 内容 条件

アクティビティ定義

(Java)

（業務処理実行アプ

リケーション）

アプリケーションの説

明

入力文字数 1～64文字（注4）

文字種 使用可能文字 半角英文字（大文字と小文字の区別なし）、半角数字、半

角アンダースコア（_）、半角ハイフン（-）

資源の追加ウィザー

ド

資源名 入力文字数 1～8文字

文字種 使用可能文字 半角英文字（大文字と小文字の区別なし）、半角数字

使用禁止文字 1文字目のみ半角数字

資源定義設定 資源名 入力文字数 1～8文字

文字種 使用可能文字 半角英文字（大文字と小文字の区別なし）、半角数字

使用禁止文字 1文字目のみ半角数字

ディレクトリ名 入力文字数 1024文字（注3）

文字種 使用可能文字

（注5）
ディレクトリ名に利用可能な文字は以下のとおり。ただし、

業務データでディレクトリ名を置き換える場合に限り、半角

ドル記号$、半角波括弧{}、業務データ名に利用可能な文

字について指定可能。

例:
/data/dir_${業務データ}

[使用可能な文字]

半角英文字（大文字と小文字の区別あり）、半角数字、半

角アンダースコア（_）、半角ハイフン（-）、半角ピリオド(.)、
半角アットマーク(@)、半角スラッシュ（/）

半角英文字（大文字と小文字の区別なし）、半角数字、半

角アンダースコア（_）、半角ハイフン（-）、半角ピリオド(.)、
半角アットマーク(@)、半角円（\）

使用禁止文字

以下の形式以外は指定不可。

・ 半角スラッシュ（/）で始まる絶対パス

・ 業務データで置き換えるための指定形式(${業務デー

タ名}の形式)で始まる文字列

以下の形式以外は指定不可。

・ ドライブ名(C:\等)で始まる絶対パス

・ 業務データで置き換えるための指定形式(${業務デー

タ名}の形式)で始まる文字列

ファイル名 入力文字数 1024文字（注3）

文字種 使用可能文字

（注5）
ファイル名に利用可能な文字は以下のとおり。ただし、業

務データでディレクトリ名を置き換える場合に限り、半角ド

ル記号$、半角波括弧{}、業務データ名に利用可能な文

字について指定可能。
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画面名 対象名 内容 条件

例:
file_${業務データ}

[使用可能な文字]

半角英文字（大文字と小文字の区別あり）、半角数字、半

角アンダースコア（_）、半角ハイフン（-）、半角ピリオド(.)、
半角アットマーク(@)

使用禁止文字列 “aux”、“com1”、“com2”、“com3”、“com4”、“com5”、“c
om6”、“com7”、“com8”、“com9”、“con”、“lpt1”、“lpt2”
、“lpt3”、“lpt4”、“lpt5”、“lpt6”、“lpt7”、“lpt8”、“lpt9”、“
nul”、“prn”

（大文字と小文字の区別なし）

コメント 入力文字数 0～64文字

文字種 使用禁止文字 制御文字（0x00～0x1F、0x7F、ただしLF=0x0Aと

CR=0x0Dは除く）

注3）ファイル管理機能が扱うファイルの長さは絶対パスで、255バイト以下である必要があります。フローの実行時（業務データの置き

換え後）に256バイト以上ある場合には、フローが異常終了します。

注4）フロー定義内で一意になる必要があります。（フロー定義内で重複する値を指定することはできません）

注5）フロー定義ツールでは、Windows形式のパス名、Linux/Solaris形式のパス名のどちらの形式でもフロー定義の作成を行うことが

できます。ただし、作成したフロー定義をバッチ実行環境に登録する場合には、バッチ実行環境のプラットフォームがサポートするパス

名の形式で定義されたフロー定義のみを登録することが可能です。

C.2 フロー定義の制約
 

ルーティング定義における要素の制限

ルーティング定義における各要素の定義数の制限を以下に示します。

要素名 配置個数 入力するルート数 出力するルート数

アクティビティ 1以上256以下 1以上 0または1

開始点 1 0 1

同報・条件分岐 制限なし 1以上 1以上

 
ルーティング定義における要素とルートの関連付け制限

ルーティング定義における要素とルートの関連付け制限について以下に示します。

実行ルートを要素の間に関連付ける場合

ルートの始点側に

接続する要素

ルートの終点側に接続する要素

アクティビティ 開始点 同報・条件分岐

アクティビティ ○ × ○

開始点 ○ － ○

同報・条件分岐 ○ × ×

○：関連付け可能  ×：関連付け不可能  －：無効な組合せ
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条件ルートを要素の間に関連付ける場合

ルートの始点側に

接続する要素

ルートの終点側に接続する要素

アクティビティ 開始点 同報・条件分岐

アクティビティ × × ×

開始点 × － ×

同報・条件分岐 ○ × ×

○：関連付け可能  ×：関連付け不可能  －：無効な組合せ

ループを構成する関連付けを行う場合の制限

2つの要素間で、直接メッセージを折り返して送信するようなルートの関連付けはできません。ルーティング定義画面上での表示例

を以下に示します。

【2つのアクティビティ間】

【アクティビティと同報・条件分岐間】

3つの要素間でループを構成するルートの関連付けを行う場合は、以下に注意してください。

ファイル管理機能の利用有無により制限が異なります。

－ ファイル管理機能を利用しない場合

ループを構成するような関連付けを行うことが可能ですが、無限ループにならないように同報・条件分岐の要素を含めて設計

してください。特に以下のようなルートの関連付けは行わないようにしてください。
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－ ファイル管理機能を利用する場合

ループを構成するルートの関連付けはできません。ルーティング定義画面上での表示例を以下に示します。（アクティビティ

HATTYUからアクティビティKAKUNINのルートでループが構成されているため、×マークが表示されます。）

 
資源定義の 大数

1つのアクティビティについて 大256個まで指定することができます。また、1つのフロー定義で 大4096個まで指定することができま

す。

 
業務データの 大数

業務データは、 大256個まで指定することができます。

 
業務データの型の制限

業務データの型は、以下から選択できます。

・ String（デフォルト）

・ String配列

・ Byte

・ Byte配列

・ Short

・ Short配列

・ Integer

・ Integer配列

・ Long

・ Long配列

・ Float

・ Float配列

・ Double

・ Double配列

・ Boolean

・ Boolean配列

・ ユーザ定義型情報
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・ バイナリ

・ ユーザ定義型情報に指定するクラスは、直列化されてメッセージに格納されるため、java.io.Serializableをインプリメントしてくださ

い。また、ユーザ定義型情報のクラスに他のクラスを含む場合や、継承関係のクラスがある場合も、すべてのクラスにjava.io.Serializable
をインプリメントしてください。java.io.Serializableをインプリメントしていないユーザ定義型情報が指定された場合は、フローが異常

終了します。

・ 業務データの型として配列を指定した場合は、1次元配列として扱われます。業務処理開始アプリケーションで1次元配列以外の

データが指定された場合は、フロー実行時にエラーとなります。また業務処理実行アプリケーションから1次元配列以外のデータ

が返却された場合は、フローが異常終了します。

・ 業務データの型として配列を指定した場合は、以下の条件に当てはまるデータを指定しないでください。以下の条件に当てはま

るデータを指定した場合、実行時にエラーとなります。

－ 要素数が0の配列データ

－ 要素数が65536以上の配列データ

－ String配列以外の配列型で、要素にnullを含む配列データ

・ ファイル管理機能を使用する場合、かつ、業務データを利用してファイル名の置換えを行う場合、ファイル名に利用可能な業務

データのデータ型は以下のとおりです。

－ String

－ Short

－ Integer

－ Long

 
業務データの型の対応

業務処理実行アプリケーションを呼び出すときに、引数、または復帰値として受け渡される業務データの型について、各言語の型との

対応関係を以下に示します。

業務データの型 業務処理実行アプリケーションの呼出し時に受け渡す型

Java

String java.lang.String

Byte java.lang.Byte

Short java.lang.Short

Integer java.lang.Integer

Long java.lang.Long

Float java.lang.Float

Double java.lang.Double

Boolean java.lang.Boolean

String配列 java.lang.String[]

Byte配列 java.lang.Byte[]

Short配列 java.lang.Short[]

Integer配列 java.lang.Integer[]

Long配列 java.lang.Long[]

Float配列 java.lang.Float[]
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業務データの型 業務処理実行アプリケーションの呼出し時に受け渡す型

Java

Double配列 java.lang.Double[]

Boolean配列 java.lang.Boolean[]

ユーザ定義型情報 java.lang.Object

バイナリ byte[]

 
業務データの引継ぎに関する規約

引き継がれていない業務データ名が引数に指定された場合のアプリケーションに渡される値を、以下に示します。

なお、Javaで引数が業務データ全体（java.util.Map）の場合にも、引き継がれていない業務データには、以下の初期値が設定されま

す。

業務データの型 引数に設定される初期値

Java

String null

Byte (Byte)0

Short (Short)0

Integer 0

Long 0L

Float 0.0f

Double 0.0d

Boolean false

配列型 null

ユーザ定義型情報 null

バイナリ null

 
呼出し定義における制限

呼出し定義では、以下の制限があります。

・ 呼出し対象のメソッドは、 大256個まで定義できます。1つのメソッドに定義できる引数の 大数は、127個です。

ファイル管理機能を使用する場合は、資源名とファイルの物理的なパスの対応関係をまとめた情報を引数として1つ使います。このた

め、業務データとして利用可能な引数の 大数は126個になります。

C.3 リソースユニット名の規約

対象名 内容 条件

リソースユニット名 入力文字数 ・ 大28Byteの文字列

文字種 使用可能文字 ・ 半角英数字

・ “_”（2Byte文字、および先頭と 終の文字に“_”は、

使用できません。）
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対象名 内容 条件

・ 大文字と小文字の区別なし

使用禁止文字

列

・ “apfwbatchmngr”

・ “aux”、“com1”、“com2”、“com3”、“com4”、“com5
”、“com6”、“com7”、“com8”、“com9”、“con”、“lpt
1”、“lpt2”、“lpt3”、“lpt4”、“lpt5”、“lpt6”、“lpt7”、“l
pt8”、“lpt9”、“nul”、“prn”

・ 大文字と小文字の区別なし

C.4 リソースグループ名の規約

対象名 内容 条件

リソースグループ名 入力文字数 ・ 大28Byteの文字列

文字種 使用可能文字 ・ 半角英数字

・ “_”（2Byte文字、および先頭と 終の文字に“_”は、

使用できません。）

・ 大文字と小文字の区別なし

使用禁止文字

列

・ “apfwbatchmngr”

・ “aux”、“com1”、“com2”、“com3”、“com4”、“com5
”、“com6”、“com7”、“com8”、“com9”、“con”、“lpt
1”、“lpt2”、“lpt3”、“lpt4”、“lpt5”、“lpt6”、“lpt7”、“l
pt8”、“lpt9”、“nul”、“prn”

・ 大文字と小文字の区別なし
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付録D フローを実行するために必要な環境設定

フローを実行するために必要な環境設定について説明します。

D.1 業務処理実行アプリケーションの環境設定

フロー定義に従って業務処理実行アプリケーションを呼び出すには、業務処理実行アプリケーションを配備するリソースユニットを構成する

IJServerの環境設定に、バッチ実行環境で必要なクラスパス、およびJavaVMオプションを設定する必要があります。

Interstageを使用する場合は、リソースユニットを作成した際に自動的に設定されます。Interstage以外でバッチ実行基盤（Java）を使用

する場合は、環境作成時に設定する必要があります。

本設定はバッチ実行環境が動作するために必要な設定ですので、削除しないでください。

誤って削除した場合は、再設定してください。

D.1.1 クラスパス

リソースユニット作成時に以下のクラスパスが自動的に設定されます。バッチ実行環境の運用を開始する前に、クラスパスが設定され

ていることを確認してください。クラスパスが設定されていない場合は設定してください。

クラスパスの確認は、Interstage管理コンソールの以下の箇所で行います。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [リソースユニット名] > [環境設定]の“ワークユニット設定”の“クラ

スパス”

 
JDK/JRE 5.0を使用する場合

C:\interstageにInterstage Job Workload Serverをインストールした場合を例に示します。

C:\interstage\BAS\lib\apfwflowctrl50.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatch50.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwmsgapi.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwibscm.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwtrackapi.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchunit_jar_client.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchmngr_jar_client.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchfilemngr.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchbc.jar
C:\interstage\APC\lib\uji.jar
C:\interstage\APC\lib\ujief.jar
C:\interstage\APC\lib\ujilog.jar
C:\interstage\APC\lib\addons\commons-logging-1.1.1.jar

/opt/FJSVibs/lib/apfwflowctrl50.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatch50.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwmsgapi.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwibscm.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwtrackapi.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwsetsecurity.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchunit_jar_client.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchmngr_jar_client.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchfilemngr.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchbc.jar
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/opt/FJSVwebc/lib/uji.jar
/opt/FJSVapcef/lib/ujief.jar
/opt/FJSVapclg/lib/ujilog.jar
/opt/FJSVibs/lib/addons/commons-logging-1.1.1.jar

 
JDK/JRE 1.4を使用する場合

C:\interstageにInterstage Job Workload Serverをインストールした場合を例に示します。

C:\interstage\BAS\lib\apfwflowctrl.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatch.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwmsgapi.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwibscm.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwtrackapi.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchunit_jar_client.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchmngr_jar_client.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchfilemngr.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchbc.jar
C:\interstage\APC\lib\uji.jar
C:\interstage\APC\lib\ujief.jar
C:\interstage\APC\lib\ujilog.jar

/opt/FJSVibs/lib/apfwflowctrl.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatch.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwmsgapi.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwibscm.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwtrackapi.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchunit_jar_client.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchmngr_jar_client.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchfilemngr.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchbc.jar
/opt/FJSVwebc/lib/uji.jar
/opt/FJSVapcef/lib/ujief.jar
/opt/FJSVapclg/lib/ujilog.jar

D.1.2 JavaVMオプション

リソースユニット作成時に以下のJavaVMオプションが自動的に設定されます。バッチ実行環境の運用を開始する前に、JavaVMオプ

ションが設定されていることを確認してください。JavaVMオプションが設定されていない場合は設定してください。

JavaVMオプションの確認は、Interstage管理コンソールの以下の箇所で行います。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [リソースユニット名] > [環境設定]の“ワークユニット設定”の“JavaVM
オプション”

-Xms32m -Xmx256m
-Dcom.fujitsu.interstage.jms.queue_max_err=yes
-Dcom.fujitsu.ObjectDirector.DeterredMessage=YES
-Dcom.fujitsu.interstage.apfw.jbatch=on
-Dcom.fujitsu.interstage.apfw.rscunit=リソースユニット名 (注)

注) ワークユニット(IJServer)と同一の名前を指定してください。
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D.2 業務処理開始アプリケーションの環境設定（IJServerに配備する場
合）

業務処理開始アプリケーションよりフロー実行APIを使用してフローの実行、および結果取得を行うには、バッチ実行環境で必要なク

ラスパス、JavaVMオプション、および環境変数を設定する必要があります。

ここでは、業務処理開始アプリケーションがEJBやWebアプリケーションの場合で、IJServerに配備する場合の設定について説明しま

す。

D.2.1 クラスパス

業務処理開始アプリケーションを配備するIJServerに以下のクラスパスを設定します。

使用するJavaの環境に合わせて以下の値を設定してください。なお、ユーザー定義型クラス、またはユーザー定義型Exceptionを使用

する場合、業務処理開始アプリケーションを配備するワークユニットのクラスパスにユーザー定義型クラス、またはユーザー定義型Exception
を含むjarファイルも設定してください。

クラスパスの設定は、Interstage管理コンソールの以下の箇所で行います。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [ワークユニット名] > [環境設定]の“ワークユニット設定”の“クラス

パス”

 
JDK/JRE 5.0を使用する場合

C:\interstageにInterstage Job Workload Serverをインストールした場合を例に示します。

C:\interstage\BAS\lib\apfwflowctrl50.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatch50.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwmsgapi.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwibscm.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwtrackapi.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchunit_jar_client.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchmngr_jar_client.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchfilemngr.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchbc.jar
C:\interstage\APC\lib\uji.jar
C:\interstage\APC\lib\ujief.jar
C:\interstage\APC\lib\ujilog.jar

/opt/FJSVibs/lib/apfwflowctrl50.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatch50.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwmsgapi.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwibscm.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwtrackapi.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchunit_jar_client.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchmngr_jar_client.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchfilemngr.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchbc.jar
/opt/FJSVwebc/lib/uji.jar
/opt/FJSVapcef/lib/ujief.jar
/opt/FJSVapclg/lib/ujilog.jar

 
JDK/JRE 1.4を使用する場合

C:\interstageにInterstage Job Workload Serverをインストールした場合を例に示します。
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C:\interstage\BAS\lib\apfwflowctrl.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatch.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwmsgapi.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwibscm.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwtrackapi.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchunit_jar_client.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchmngr_jar_client.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchfilemngr.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchbc.jar
C:\interstage\APC\lib\uji.jar
C:\interstage\APC\lib\ujief.jar
C:\interstage\APC\lib\ujilog.jar

/opt/FJSVibs/lib/apfwflowctrl.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatch.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwmsgapi.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwibscm.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwtrackapi.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchunit_jar_client.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchmngr_jar_client.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchfilemngr.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchbc.jar
/opt/FJSVwebc/lib/uji.jar
/opt/FJSVapcef/lib/ujief.jar
/opt/FJSVapclg/lib/ujilog.jar

D.2.2 JavaVMオプション

業務処理開始アプリケーションを配備するIJServerに以下のJavaVMオプションを設定します。

JavaVMオプションの設定は、Interstage管理コンソールの以下の箇所で行います。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [ワークユニット名] > [環境設定]の“ワークユニット設定”の“JavaVM
オプション”

-Dcom.fujitsu.interstage.jms.queue_max_err=yes
-Dcom.fujitsu.ObjectDirector.DeterredMessage=YES

D.2.3 環境変数

業務処理開始アプリケーションを配備するIJServerに以下の環境変数を設定します。

 
パス

Interstage管理コンソールの以下の箇所で設定します。

・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [ワークユニット名] > [環境設定]の“ワークユニット設定”の“パス”

以下の値を設定してください。

C:\interstageにInterstage Job Workload Serverをインストールした場合を例に示します。

C:\interstage\bin

 
ライブラリパス

Interstage管理コンソールの以下の箇所で設定します。
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・ [Interstage Application Server] > [システム] > [ワークユニット] > [ワークユニット名] > [環境設定]の“ワークユニット設定”の“ライブ

ラリパス”

以下の値を設定してください。

/opt/FJSVibs/lib

D.3 業務処理開始アプリケーションの環境設定（スタンドアロン）

業務処理開始アプリケーションよりフロー実行APIを使用してフローの実行、および結果取得を行うには、バッチ実行環境で必要なク

ラスパス、JavaVMオプション、環境変数を設定する必要があります。

ここでは、業務処理開始アプリケーションをスタンドアロンで使用する場合の設定について説明します。

D.3.1 クラスパス

以下のクラスパスを設定します。

使用するJavaの環境に合わせて以下の値を設定してください。なお、ユーザー定義型クラス、またはユーザー定義型Exceptionを使用

する場合、クラスパスにユーザー定義型クラス、またはユーザー定義型Exceptionを含むjarファイルも設定してください。

 
JDK/JRE 5.0を使用する場合

C:\interstageにInterstage Job Workload Serverをインストールした場合を例に示します。

C:\interstage\BAS\lib\apfwflowctrl50.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatch50.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwmsgapi.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwibscm.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwtrackapi.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchunit_jar_client.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchmngr_jar_client.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchfilemngr.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchbc.jar
C:\interstage\APC\lib\uji.jar
C:\interstage\APC\lib\ujief.jar
C:\interstage\APC\lib\ujilog.jar
C:\interstage\ODWIN\etc\Class\ODjava4.jar
C:\interstage\eswin\lib\esnotifyjava4.jar
C:\interstage\J2EE\lib\isj2ee.jar
C:\interstage\jms\lib\fjmsprovider.jar
C:\interstage\F3FMjs5\common\lib\servlet-api.jar

/opt/FJSVibs/lib/apfwflowctrl50.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatch50.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwmsgapi.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwibscm.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwtrackapi.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchunit_jar_client.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchmngr_jar_client.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchfilemngr.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchbc.jar
/opt/FJSVwebc/lib/uji.jar
/opt/FJSVapcef/lib/ujief.jar
/opt/FJSVapclg/lib/ujilog.jar 
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/opt/FSUNod/etc/class/ODjava4.jar
/opt/FJSVes/lib/esnotifyjava4.jar
/opt/FJSVj2ee/lib/isj2ee.jar
/opt/FJSVjms/lib/fjmsprovider.jar
/opt/FJSVjs5/common/lib/servlet-api.jar

/opt/FJSVibs/lib/apfwflowctrl50.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatch50.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwmsgapi.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwibscm.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwtrackapi.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchunit_jar_client.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchmngr_jar_client.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchfilemngr.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchbc.jar
/opt/FJSVwebc/lib/uji.jar
/opt/FJSVapcef/lib/ujief.jar
/opt/FJSVapclg/lib/ujilog.jar 
/opt/FJSVod/etc/class/ODjava4.jar
/opt/FJSVes/lib/esnotifyjava4.jar
/opt/FJSVj2ee/lib/isj2ee.jar
/opt/FJSVjms/lib/fjmsprovider.jar
/opt/FJSVjs5/common/lib/servlet-api.jar

 
JDK/JRE 1.4を使用する場合

C:\interstageにInterstage Job Workload Serverをインストールした場合を例に示します。

C:\interstage\BAS\lib\apfwflowctrl.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatch.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwmsgapi.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwibscm.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwtrackapi.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchunit_jar_client.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchmngr_jar_client.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchfilemngr.jar
C:\interstage\BAS\lib\apfwbatchbc.jar
C:\interstage\APC\lib\uji.jar
C:\interstage\APC\lib\ujief.jar
C:\interstage\APC\lib\ujilog.jar 
C:\interstage\ODWIN\etc\Class\ODjava4.jar
C:\interstage\eswin\lib\esnotifyjava4.jar
C:\interstage\J2EE\lib\isj2ee.jar
C:\interstage\jms\lib\fjmsprovider.jar
C:\interstage\F3FMjs5\common\lib\servlet-api.jar

/opt/FJSVibs/lib/apfwflowctrl.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatch.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwmsgapi.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwibscm.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwtrackapi.jar
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/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchunit_jar_client.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchmngr_jar_client.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchfilemngr.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchbc.jar
/opt/FJSVwebc/lib/uji.jar
/opt/FJSVapcef/lib/ujief.jar
/opt/FJSVapclg/lib/ujilog.jar 
/opt/FSUNod/etc/class/ODjava4.jar
/opt/FJSVes/lib/esnotifyjava4.jar
/opt/FJSVj2ee/lib/isj2ee.jar
/opt/FJSVjms/lib/fjmsprovider.jar
/opt/FJSVjs5/common/lib/servlet-api.jar

/opt/FJSVibs/lib/apfwflowctrl.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatch.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwmsgapi.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwibscm.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwtrackapi.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchunit_jar_client.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchmngr_jar_client.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchfilemngr.jar
/opt/FJSVibs/lib/apfwbatchbc.jar
/opt/FJSVwebc/lib/uji.jar
/opt/FJSVapcef/lib/ujief.jar
/opt/FJSVapclg/lib/ujilog.jar 
/opt/FJSVod/etc/class/ODjava4.jar
/opt/FJSVes/lib/esnotifyjava4.jar
/opt/FJSVj2ee/lib/isj2ee.jar
/opt/FJSVjms/lib/fjmsprovider.jar
/opt/FJSVjs5/common/lib/servlet-api.jar

D.3.2 JavaVMオプション

以下のJavaVMオプションを設定します。

以下の値を追加してください。

-Dcom.fujitsu.interstage.jms.queue_max_err=yes
-Dcom.fujitsu.ObjectDirector.DeterredMessage=YES
-Djava.naming.factory.initial=com.fujitsu.interstage.j2ee.jndi.InitialContextFactoryForClient

D.3.3 環境変数

以下の値を追加してください。

 
パス(PATH)

C:\interstageにInterstage Job Workload Serverをインストールした場合を例に示します。

C:\interstage\bin

 
パス(PATH) 
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JDK/JRE 5.0を使用する場合

/opt/FJSVawjbk/jdk5/bin

 
JDK/JRE 1.4を使用する場合

/opt/FJSVawjbk/jdk14/bin

 
ライブラリパス(LD_LIBRARY_PATH)

/opt/FJSVibs/lib
/opt/FJSVjms/lib
/opt/FSUNod/lib

/opt/FJSVibs/lib
/opt/FJSVjms/lib
/opt/FJSVod/lib

D.4 業務処理開始アプリケーションのトランザクションタイムアウト

業務処理開始アプリケーションのトランザクションタイムアウトの設定について説明します。

業務処理開始アプリケーションにおいて、フロー実行APIのInterraction#executeメソッドが復帰してから、LocalTransaction#commitまたは

rollbackを処理するまでの時間が300秒を超える場合、トランザクションタイムアウトの設定を行う必要があります。

トランザクションタイムアウトは、フローを実行するAPIとフローの結果取得APIのそれぞれに対して、バッチ実行環境ごとに設定可能で

す。

設定は、Interstage管理コンソールで行います。Interstage管理コンソールの使用方法の詳細については、“Interstage Application Server
運用ガイド”および“Interstage管理コンソール ヘルプ”を参照してください。

・ 設定はバッチマネージャーが停止している状態で行ってください。

・ トランザクションタイムアウトの設定値には、300より小さい値は設定しないでください。

 
フローを実行するAPIのトランザクションタイムアウトの設定

[Interstage Application Server] > [ システム ] > [ サービス ] > [ イベン トサービス ] > [ イベン トチャネル ] >
[apfwbatchmngr_instr::apfwbatchmngr_instr] > [環境設定]の“イベントチャネル環境情報”の“ローカルトランザクションのタイムアウト時

間”

 
フローの結果取得APIのトランザクションタイムアウトの設定

[Interstage Application Server] > [ システム ] > [ サービス ] > [ イベン トサービス ] > [ イベン トチャネル ] >
[apfwbatchmngr_resapi::apfwbatchmngr_resapi] > [環境設定]の“イベントチャネル環境情報”の“ローカルトランザクションのタイムアウ

ト時間”

- 493 -



D.5 Interstage Application Serverのチューニング

D.5.1 ネットワーク環境に関する動作環境のチューニング

フローの実行にかかる時間が目標値を大きく下回る場合にはネットワーク環境に関する動作環境のチューニングを行うことで改善され

る場合があります。

以下に設定方法を示します。

 
ファイル名

/etc/opt/FSUNod/config (インストールパスはデフォルト)

/etc/opt/FJSVod/config (インストールパスはデフォルト)

 
ファイル内情報

configファイルは、以下の形式で値を設定します。

 
形式:

パラメタ名 = 設定値

半角のシャープ(#)を行の先頭に指定した場合は、その行はコメントとして扱われます。また、空行は解析時に無視されます。

# コメント

 
記述例:

# comment
tcp_nodelay = yes

 
ネットワーク環境に関する動作環境

パラメタ名 初期値 意味

省略値

指定範囲

tcp_nodelay no TCP_NODELAY機能を有効にするか無効にするかを設定します。

・ yes: 電文送信時においてNagleアルゴリズムを無効にします。

・ no : Nagleアルゴリズムは有効となります。

Nagleアルゴリズムが有効の場合、送信データのバッファリングを行うためネットワーク使用効

率が上がります。Nagleアルゴリズムを無効にした場合、送信データのバッファリングを行わな

いためネットワーク使用効率が下がり通信全体の性能が下がる可能性がありますが、データ

の送受信に発生するタイムラグが減少し、応答性能が向上する場合があります。

no

yes, no

 
注意

・ パラメタ値を変更した場合、次回のInterstage起動時より有効となります。

・ configファイル内に日本語は記載できません。

・ 表に記載していないパラメタは初期値を変更しないでください。
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付録E 謝辞、免責文、ライセンス文

ここでは、バッチ実行基盤(Java)に関わる謝辞、免責文そしてライセンス文について記載します。

E.1 Apache Licenseのライセンス文

本製品は、Apache License Version 2.0のもとで開発されたソフトウェアを含んでいます。

以下にApache License Version 2.0のライセンス文を示します。

                                 Apache License

                           Version 2.0, January 2004

                        http://www.apache.org/licenses/

   TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

   1. Definitions.

      "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,

      and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

      "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by

      the copyright owner that is granting the License.

      "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all

      other entities that control, are controlled by, or are under common

      control with that entity. For the purposes of this definition,

      "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the

      direction or management of such entity, whether by contract or

      otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the

      outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

      "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity

      exercising permissions granted by this License.

      "Source" form shall mean the preferred form for making modifications,

      including but not limited to software source code, documentation

      source, and configuration files.

      "Object" form shall mean any form resulting from mechanical

      transformation or translation of a Source form, including but

      not limited to compiled object code, generated documentation,

      and conversions to other media types.

      "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or

      Object form, made available under the License, as indicated by a

      copyright notice that is included in or attached to the work

      (an example is provided in the Appendix below).

      "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object

      form, that is based on (or derived from) the Work and for which the

      editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications

      represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes

      of this License, Derivative Works shall not include works that remain

      separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,

      the Work and Derivative Works thereof.

      "Contribution" shall mean any work of authorship, including

      the original version of the Work and any modifications or additions

      to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally

      submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner
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      or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of

      the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"

      means any form of electronic, verbal, or written communication sent

      to the Licensor or its representatives, including but not limited to

      communication on electronic mailing lists, source code control systems,

      and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the

      Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but

      excluding communication that is conspicuously marked or otherwise

      designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

      "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity

      on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and

      subsequently incorporated within the Work.

   2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of

      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,

      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable

      copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,

      publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the

      Work and such Derivative Works in Source or Object form.

   3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of

      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,

      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable

      (except as stated in this section) patent license to make, have made,

      use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,

      where such license applies only to those patent claims licensable

      by such Contributor that are necessarily infringed by their

      Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)

      with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You

      institute patent litigation against any entity (including a

      cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work

      or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct

      or contributory patent infringement, then any patent licenses

      granted to You under this License for that Work shall terminate

      as of the date such litigation is filed.

   4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the

      Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without

      modifications, and in Source or Object form, provided that You

      meet the following conditions:

      (a) You must give any other recipients of the Work or

          Derivative Works a copy of this License; and

      (b) You must cause any modified files to carry prominent notices

          stating that You changed the files; and

      (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works

          that You distribute, all copyright, patent, trademark, and

          attribution notices from the Source form of the Work,

          excluding those notices that do not pertain to any part of

          the Derivative Works; and

      (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its

          distribution, then any Derivative Works that You distribute must

          include a readable copy of the attribution notices contained

          within such NOTICE file, excluding those notices that do not

          pertain to any part of the Derivative Works, in at least one

          of the following places: within a NOTICE text file distributed

          as part of the Derivative Works; within the Source form or

          documentation, if provided along with the Derivative Works; or,

          within a display generated by the Derivative Works, if and
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          wherever such third-party notices normally appear. The contents

          of the NOTICE file are for informational purposes only and

          do not modify the License. You may add Your own attribution

          notices within Derivative Works that You distribute, alongside

          or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided

          that such additional attribution notices cannot be construed

          as modifying the License.

      You may add Your own copyright statement to Your modifications and

      may provide additional or different license terms and conditions

      for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or

      for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,

      reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with

      the conditions stated in this License.

   5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,

      any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work

      by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of

      this License, without any additional terms or conditions.

      Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify

      the terms of any separate license agreement you may have executed

      with Licensor regarding such Contributions.

   6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade

      names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,

      except as required for reasonable and customary use in describing the

      origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

   7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or

      agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each

      Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,

      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or

      implied, including, without limitation, any warranties or conditions

      of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A

      PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the

      appropriateness of using or redistributing the Work and assume any

      risks associated with Your exercise of permissions under this License.

   8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,

      whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,

      unless required by applicable law (such as deliberate and grossly

      negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be

      liable to You for damages, including any direct, indirect, special,

      incidental, or consequential damages of any character arising as a

      result of this License or out of the use or inability to use the

      Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,

      work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all

      other commercial damages or losses), even if such Contributor

      has been advised of the possibility of such damages.

   9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing

      the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,

      and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,

      or other liability obligations and/or rights consistent with this

      License. However, in accepting such obligations, You may act only

      on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf

      of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,

      defend, and hold each Contributor harmless for any liability

      incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason

      of your accepting any such warranty or additional liability.

   END OF TERMS AND CONDITIONS
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   APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

      To apply the Apache License to your work, attach the following

      boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"

      replaced with your own identifying information. (Don't include

      the brackets!)  The text should be enclosed in the appropriate

      comment syntax for the file format. We also recommend that a

      file or class name and description of purpose be included on the

      same "printed page" as the copyright notice for easier

      identification within third-party archives.

   Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

   you may not use this file except in compliance with the License.

   You may obtain a copy of the License at

       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software

   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,

   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

   See the License for the specific language governing permissions and

   limitations under the License.
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用語集
 
API

アプリケーションプログラムインタフェース(Application Program Interface)の略で、OSや基盤ソフトウェアがアプリケーションに対し

て公開するプログラムインタフェースのことを指します。アプリケーションはこのプログラムインタフェースを通じて、OSや基盤ソフト

ウェアの機能を呼び出します。

 
Destination

Destinationは、JMSキューの宛先を示す論理名称です。JMSキューは、バッチ実行環境で内部的に使用されます。

 
Destination定義

Destination定義は、Destination名と、その実体であるJMSキューの物理情報(イベントチャネルグループ名・イベントチャネル名/JMS
Destination)の対応関係を定義します。JMSキューは、バッチ実行環境で内部的に使用されます。

 
EARファイル

EJB、Webアプリケーション、J2EEアプリケーションクライアントなどの組み合わせで構成されるアプリケーションを、jar形式でパッケー

ジ化したファイルです。拡張子は.earです。J2EEプラットフォームに配備(Deployment)することでアプリケーションを動作させることが

できます。

EARは、Enterprise ARchiveの略です。

 
EJB (Enterprise JavaBeans)

1998年3月に米国Sun Microsystems社が発表した、ミッションクリティカルなサーバ側のアプリケーションを作成するためのコンポー

ネントモデルです。

 
EJB-JAR

EJBアプリケーションをjar形式でパッケージ化したファイルです。拡張子は.jarです。

 
IJServer

Interstage Application Serverが提供するアプリケーションの実行を制御する実行環境の枠組み、および枠組み化されたアプリケー

ションの実行単位です。IJServerにアプリケーションのオブジェクトや実行に必要な情報を設定することで、IJServerの操作によりア

プリケーションの制御を行うことができます。通常、IJServerの操作はInterstage管理コンソールから行います。

 
Initial context factory

JNDI コンテキストの取得に使われるファクトリです。

 
Interstage Studio

Interstageと連携するオプション製品で、コンポーネント指向のJava統合開発環境です。生産性を高めるツールや実用性に優れる

コンポーネントなどを併せて提供し、広範囲な業務アプリケーションを効率的に開発できる環境を実現しています。

 
Interstage運用グループ

アプリケーション連携実行基盤の運用操作を行うユーザーが所属するグルーブです。

 
Interstage運用グループ変更コマンド

Interstage運用グループの変更、情報表示を行うコマンドです。

 
Interstage運用者

Interstage運用グループに所属するユーザーです。

 

- 499 -



Interstage管理コンソール

Interstageの運用操作を行うためのGUIツールです。

Interstageや各種サービス、ワークユニット(アプリケーション)の起動/停止/環境設定などを行うことができます。

 
J2EEパースペクティブ

EJBやWebアプリケーションを開発するためのパースペクティブです。エディタ領域とビューで構成されます。

 
JARファイル

Javaアプリケーションを構成するファイル群を、1つのファイルに統合したものです。JARはJava ARchiveの略です。

 
Java

Sun Microsystems社が開発したプログラミング言語およびその実行環境の総称です。OSに依存することなく、どのようなプラット

フォームでも動作することができます。

 
Javaアプリケーション

Java言語で開発されたアプリケーションです。

 
Javaエディタ

Javaコードの編集をサポートする専用のエディタです。Javaエディタは、バイナリのクラスファイルに対して開くことができます。クラス

ファイルを含む jarファイルにソースが添付されている場合は、エディタは対応するソースを表示します。

 
Javaパースペクティブ

Javaパースペクティブは、Javaプロジェクトでの作業用のパースペクティブです。エディタ領域とビューで構成されます。

 
JDBC2.x

JDBCはJava DataBase Connectivityの略で、SQL文を実行するためのJava APIです。Javaプログラミング言語で書かれたクラスとイ

ンタフェースのセットから構成されます。JDBCは、ツール/データベース開発者のためのデータベースに依存しない接続性を実現する

APIを提供し、Pure Java APIを使用したデータベースアプリケーションの作成を可能にします。なお、[2.x]とは、JDBCのバージョン

を表しています。

 
JDBCデータソース定義ファイル

JDBCデータソース定義ファイルとは、symjddefdsコマンドを使用してJDBCデータソースを定義する際に使用する、任意のファイル

です。接続先情報や、オプションを記入します。

 
JDBCデータソース定義名

J2EEアプリケーションからlookupするときの名前です。データベースへの接続時にJNDIを使用して、データソースオブジェクトの登

録/検索を行う場合に指定する名前になります。

 
JDBCデータソース名

JDBCでデータベースにアクセスするときに使用される、データベース接続のための情報源を保持した情報をデータソースと呼びま

す。JDBCデータソース名は、データソースの名称です。データソース名とも呼びます。

 
JMSキュー

JMSはJava Message Serviceの略で、メッセージを送ったり受け取ったりするためのAPIです。バッチ実行環境では、JMSキューを内

部的に使用しています。

 
JNDI

Java Naming and Directory Interfaceの略で、JNDIテクノロジは、複数のネームサービスおよびディレクトリサービスに、統一された

インタフェースを提供します。Java Enterprise API セットの一部であるJNDIによって、異なるネームサービスおよびディレクトリサー

ビスにシームレスに接続することができます。開発者は、この業界標準のインタフェースを使用して、強力で移植性があり、ディレク

トリ機能を備えたJavaアプリケーションを構築できます。
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Message-driven Bean(メッセージ駆動型Bean)

非同期メッセージコンシューマであるエンタープライズBeanです。メッセージ駆動型Beanでは、JMSキューからメッセージを受信し、

そのメッセージの内容に基づいてビジネスロジックを実行します。

 
OSパスワード認証

利用者登録の使用宣言をしている(RDBシステム単位に利用者を制限する)場合、その利用者がSymfowareの利用者として登録さ

れていて、かつパスワードがOSに登録されているものと一致しているか検査し認証する形式です。

 
OSユーザー認証

利用者登録の使用宣言をしていない(RDBシステム単位に利用者を制限しない)場合、その利用者のパスワードがOSに登録され

ているものと一致しているかを検査し認証する形式です。

 
Provider URL

使用するJDBC2.XドライバのJNDIサービスプロバイダが、ネーミングサービスにアクセスするためのURLです。

 
Symfoware/RDB

データベースエンジン中の機能で、リレーショナルデータベースを処理する機能です。従来の富士通のリレーショナルデータベー

スである、RDBIIの機能を継承しています。

 
Symfoware Server

Symfoware Serverは、高性能で高信頼なデータベースエンジンをもち、インターネットビジネス時代のミッションクリティカルシステ

ム、および戦略的な情報活用の支援に適したデータベースシステムです。

 
WARファイル

Webアプリケーションをjar形式でパッケージ化したファイルです。拡張子は.warです。

WARは、Web application ARchiveの略です。

 
Webアプリケーション

HTMLファイル、イメージファイル、サーブレット、JSPファイルなどのインターネット用に作成されたアプリケーションです。

 
XML

Extensible Markup Languageの略です。XMLは、SGMLのサブセットであるページ記述言語です。文書自身の中にタグを埋め込

む形で利用されます。“Extensible”の名のとおり、ユーザーが独自のタグを定義することができます。従来のインターネット言語である

HTMLの次世代言語として注目されている言語で、HTMLが固定マークアップ方式に対し、XMLでは文書独自の方式を設定でき

ます。

 
アイコン

処理の内容を絵や記号で表現したものです。アイコンをダブルクリックして各種定義情報を設定することができます。

 
アクティビティ

フローを構成する各作業を表します。バッチ実行基盤（Java）では、業務データに対して処理を行う単位を“アクティビティ”と定義

し、1つのアクティビティには1つの業務処理実行アプリケーションが関連付けられます。

 
アプリケーション実行制御機能

ワークユニットによる多重度制御や異常監視機構をベースに、信頼度の高いアプリケーションの実行制御を行う機能です。

 
アプリケーション連携フロープロジェクト

Interstage StudioのEnterprise JavaBeansプロジェクトと同様のプロジェクト構成をもちます。アプリケーション連携フロープロジェクト

内には、フロー定義や業務処理実行アプリケーションを複数作成することが可能です。
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一時ファイル

フロー内で使用する一時的なファイルです。ファイルは、フロー内で作成され、フロー終了時に自動的に削除されます。

 
一括処理型

一定期間、または一定量のデータをデータベースに蓄積し、まとめて処理する業務モデルです。ジョブスケジューラー(Systemwalker
Operation Managerなど)からジョブネットの一部として実行する場合と、利用者が任意の契機で実行する場合の2つの場合がありま

す。処理するデータ量が多いことから、データベースに格納されたデータを入力し、アプリケーション間はデータベース経由でデー

タを引き継ぎます。

 
イベントチャネル

イベントサービス／ノーティフィケーションサービスの非同期通信において、サプライヤ（送信者）とコンシューマ（受信者）の間でイ

ベントデータの受け渡しを行うオブジェクトです。

 
ウィザード

ガイダンスを表示し、いくつかの選択肢の中からガイドに従って選択していくことで、Interstage Studioの操作ができるようにする機

能です。

 
運用状態

サービスの状態の1つです。サービスが正常運用の状態です。

 
運用待機

ホットスタンバイの運用形態の1つです。業務を実行する運用側のアプリケーションと、運用が故障したときにだけ業務を引き継ぐ待

機側のアプリケーションが、それぞれ別のノードで動作している運用形態です。

運用形態には、以下の種類があります。

・ 1:1運用待機

・ カスケード

 
運用モード

データ操作業務やデータベース保全・保守運用を行うノード側に設定する運用属性です。

 
運用ユーティリティ

フロー実行環境の作成、運用を行うためのコマンド群です。

 
オペレーションフレーム

Interstage管理コンソールの、4つに分割されたフレームの1つです。ツリーフレームで選択した機能の情報を表示し、操作を行いま

す。

 
オンデマンド型

小口データを逐次処理する業務モデルです。オンラインアプリケーションが呼び出されるごとに印刷処理などのディレイド処理を突

き放して実行します。処理するデータ量が少ないことから、データベースに格納されたデータを入力し、アプリケーション間はパラメーター

(メモリ)でデータを引き継ぎます。

 
開始点

フロー定義エディタのルーティング定義画面で、アプリケーション連携フローの開始を表すアイコンです。

 
開発環境

プロジェクトの開発作業を行う環境です。バッチ連携基盤（Java）では、開発環境として、Interstage Studio上で開発作業を行うため

のプラグイン（フロー定義エディタなど）を提供しています。

 

- 502 -



片側運用状態

切替えまたは切捨てが発生し、待機系のクラスタアプリケーションが存在しない状態で、運用系のクラスタアプリケーションがクラス

タアプリケーションを担っている状態です。

 
稼働監視機能

キューに格納できるメッセージ数をあらかじめ設定しておくことにより、その数を超えた場合にキューへの格納を一時的にエラーと

する機能です。

 
簡易実行ログ

フローの実行状況が記録されるログです。フロー開始と終了の情報を記録されており、フローの実行状況を確認するために使用し

ます。

 
環境作成用ファイル

実行環境を構築するための定義ファイルです。ワークユニット定義などがあります。

 
基底クラス

オブジェクト指向言語において、クラス階層の 上位にあるクラスです。または、派生クラスと対になる言葉として、派生クラスを定義

する際の派生元となるクラスの意味としても使用します。

 
業務処理開始アプリケーション

フローの実行や結果の取得を行うJavaアプリケーションであり、オンデマンド型業務モデルで使用します。業務処理開始アプリケー

ションによるフローの実行はフロー実行APIを用いて行います。

 
業務処理開始プロジェクト

Interstage Studioでフロー実行APIが組み込まれている開発資産をまとめているプロジェクトです。フローの実行、および処理結果

を取得するAPIが組み込まれています。

 
業務処理実行アプリケーション

業務処理を行うJavaアプリケーションです。フロー定義のアクティビティと関連付けられ、フロー定義に従ってフロー実行基盤より呼

び出されます。

 
業務処理プロジェクト

Interstage Studioでバッチ実行基盤（Java）における業務処理の開発資産をまとめているプロジェクトです。アプリケーション連携フ

ロープロジェクトと業務処理開始プロジェクトがあります。

 
業務データ

各業務処理実行アプリケーションで持ちまわる入出力情報です。

 
業務データ定義

各業務処理実行アプリケーションで持ちまわる業務データの構造です。フロー定義エディタで定義します。

 
業務用データベース

業務用のデータを格納するためのデータベースです。

 
共用メモリ資源

ユーザーログテーブルを動作させるために必要な、カーネル資源の1つです。カーネル構成ファイル内に、共用メモリ資源に関す

る情報を設定します。

 
共用モード

複数のフローが、１つのファイルを共用して参照するモードです。
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切替え

状態遷移の1つです。運用系のクラスタアプリケーションで異常または切替え依頼が発生した場合に、運用系のクラスタアプリケー

ションを停止し、待機系のクラスタアプリケーションを運用系のクラスタアプリケーションに切り替え、クラスタアプリケーションの状態

が運用状態からフェイルオーバ状態へ状態遷移することです。

 
切替えディスク

複数のノード間に接続されているディスク装置です。クラスタシステムでは、ディスクへのアクセスの制御を行います。通常時は1つ
のノードからしかアクセスできず、ノードの切替えが発生したときに、データのアクセスを引き継ぐように設定されています。

 
切捨て

状態遷移の1つです。待機系のクラスタアプリケーションで異常または停止依頼が発生した場合に、待機系のクラスタアプリケーショ

ンを停止し、クラスタアプリケーションの状態が運用状態からフェイルオーバ状態へ状態遷移することです。

 
切戻し

クラスタアプリケーションの状態遷移が、切替え、組込みと引き続き2回状態遷移することです。

 
組込み

状態遷移の1つです。ユーザーがクラスタアプリケーションを組み込み、クラスタアプリケーションの状態がフェイルオーバ状態から

運用状態へ状態遷移することです。

 
クラス

共通の性質(属性)、共通の振る舞い(操作)、他オブジェクトとの共通の関係(関連や集約)、共通の意味をもつオブジェクトのグルー

プです。外部環境に提供する操作の集合を定義するために、1組のインタフェースを使用することもあります。

 
クラスタアプリケーション

クラスタドメイン内で運用される業務に相当するクラスタシステム上の概念です。複数のインスタンスから構成されます。

 
クラスタアプリケーションの運用状態

クラスタアプリケーションが取りうる状態の1つです。クラスタアプリケーションが正常運用の状態です。

 
クラスタアプリケーションの状態

クラスタアプリケーションが取りうる状態です。クラスタアプリケーションの状態には運用状態、停止状態およびフェイルオーバ状態

があります。

 
クラスタアプリケーションの状態遷移

クラスタアプリケーションの状態が、ある状態から別の状態に変化することです。そのクラスタアプリケーションを構成するインスタン

スの状態遷移が発生することで、クラスタアプリケーションの状態遷移が生じます。

 
クラスタアプリケーションの停止状態

クラスタアプリケーションが取りうる状態の1つです。クラスタアプリケーションに関するすべてのインスタンスが停止している状態で

す。

 
クラスタアプリケーションのフェイルオーバ状態

クラスタアプリケーションが取りうる状態の1つです。クラスタアプリケーションに関するインスタンスのうちの1つが停止している状態

です。

 
クラスタシステム

複数の相互に独立したコンピュータシステムが、あたかも1つのシステムであるかのように協調作業を行うシステムのことです。
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クラスパス

実行時に必要な実行可能なクラスファイルを選択するために、Java仮想マシン(JVM)で検索するファイルシステムディレクトリまたは

Javaアーカイブファイルに対するパスのリストのことです。

 
グローバルトランザクション

複数のデータベース更新を行い、それらを同一トランザクションとしてコミットあるいはロールバックするトランザクションの制御方法

のことです。

 
継承

あるクラスの実装を土台にして、別のクラスを実装するための方法です。元になるクラスを基底クラス(スーパークラス)と呼び、それ

を継承する新しいクラスを派生クラス(サブクラス)と呼びます。派生クラスでは、その基底クラスの機能を再利用することができます。

 
コアダンプファイル

コアダンプファイルは、プロセス実行中のメモリの内容を記録したファイルです。Symfowareのプロセスで異常が発生した場合に、RDB
構成パラメーターファイルで定義されたディレクトリに出力されます。

また、RDBの外部で動作するプロセスで異常が発生した場合には、システム用の動作環境ファイルで定義されたディレクトリに、コ

アファイルが出力されます。

 
後続フロー

当該フローよりも後に実行するフローです。

 
コリレーションID

フロー実行環境が発行するフローごとの識別情報です。

フローを実行すると、フロー実行環境で自動的に採番されます。この値を用いてフローのキャンセル、再実行、状態表示、各種ロ

グの参照を行います。

以下の形式で採番されます。

・ フロー名 + “_” + 00000～99999までの数字

以下に例を示します。

Flow1_00012

 
コンストラクタ

オブジェクト(クラスのインスタンス)が生成される際に呼び出される、オブジェクトの初期化を行う特殊なメンバ関数です。

 
コンテキストファクトリ

JNDIコンテキストの取得に使われるファクトリです。

 
サービスプロバイダ

Interstageでは、JNDI(Java Naming and Directory Interface)の考えかたをベースとした、サーバアプリケーションを実行するための

実行環境として、JNDIサービスプロバイダ機能を提供しています。EJBアプリケーション、WebアプリケーションおよびJ2EEアプリ

ケーションクライアントで使用するJNDI名と、Interstage(運用)環境で使用するリソース名の対応付けを管理します。

 
資源定義

アクティビティ定義を構成する定義の1つです。アクティビティで使用するファイル名などの資源の情報を定義します。

 
システムエラー

バッチ実行基盤（Java）のシステム内部で発生するエラーを示します。

 
システムログ

フロー実行環境で採取する標準ログの１つで、フロー実行環境の稼働状況やエラー状況を示すログです。
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実行ルート

フロー定義におけるアクティビティのルーティング先を示す経路です。

 
実行ルート定義

実行ルートを定義することです。フロー定義エディタで定義します。

 
実行ログ

フローの実行結果が記録されるログです。フローや各業務処理実行アプリケーションの実行結果や実行時間などの詳細情報を確

認するために使用します。

実行ログは、フロー実行コマンドを使用してフローを実行したときのみ出力され、フロー実行APIでフローを実行した場合は出力さ

れません。

 
条件不成立時

同報・条件分岐を起点とするルートには、それぞれのルートを実行するための条件を設定します。それらの条件がどれも成立しな

い場合に実行するルートとして、[条件不成立時に実行]のオプションを有効にしたルートを必ず設定する必要があります。

 
条件ルート

条件ルートは、同報・条件分岐を起点とするルートです。分岐のための条件式を設定することで、条件に合致した場合にだけ処理

が実行されるルートです。

 
条件ルート定義

条件ルートを定義することです。フロー定義ツールで定義します。

 
状態遷移

クラスタサービスの状態が、ある状態から別の状態に変化することです。

 
ジョブスケジューラー

システム全体の業務について、スケジュールから監視・制御までの操作を簡素化する機能の総称です。ジョブ自動実行、ジョブ監

視・操作、ジョブ履歴表示の機能があります。

 
ジョブネット

ジョブスケジューラーが管理する、関連あるジョブの集合体です。

 
スケーラブル型のクラスタアプリケーション

運用系のクラスタアプリケーションだけで構成されるクラスタアプリケーションの形態です。

 
スタンバイ型のクラスタアプリケーション

運用系のクラスタアプリケーションと待機系のクラスタアプリケーションから構成されるクラスタアプリケーションの形態です。

 
スタンバイ機能

フェイルオーバを実現する機能の1つで、運用システムのダウン後、待機システムでSymfowareを起動する方式です。一般的にい

うウォームスタンバイに相当します。

 
性能ログ

フロー実行環境で採取する標準ログの１つで、業務処理実行アプリケーションなどの実行時間を示すログです。

 
先行フロー

当該フローよりも先に実行するフローです。

 
待機モード

待機ノード側の運用属性です。
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タイムアウト

要求への応答が一定時間以内にない場合に、処理を打ち切ることです。

 
タイムアウト時間

要求への応答が一定時間以内にない場合に、処理を打ち切るまでの 大処理時間のことです。

 
タスクビュー

Interstage Studioにおいて、コンパイラのエラーとその位置を特定するための情報を表示するビューです。

 
立上げ

状態遷移の1つです。クラスタアプリケーションの状態が停止状態から運用状態へ状態遷移することです。

 
通常ルート

アクティビティの業務処理実行アプリケーションを呼び出すためのメッセージが、通過するルートです。

 
ツリーフレーム

Interstage管理コンソールの4つに分割されたフレームの1つです。Interstage管理コンソールのメニューが表示されます。

 
停止

状態遷移の1つです。ユーザーがクラスタアプリケーションまたはノードを停止するか、クラスタ制御が異常を検出することで、クラス

タアプリケーションの状態が他の状態から停止状態へ遷移することです。

 
停止状態

クラスタアプリケーションの状態の1つです。クラスタアプリケーションに関連するすべてのクラスタアプリケーションが停止している状

態です。

 
データソース名

JDBCでデータベースにアクセスするときに使用される、データベース接続のための情報源を保持した情報の名称です。

 
データベース

データの入力・更新・検索などの手順を提供し、情報の集中管理を実現するミドルウェアです。

 
データベース名

データベースは、1つのサーバシステム上に、管理・設計の単位として複数個作成することができます。これらのデータベースを識

別するために、サーバシステム上で一意の名前を付けます。これを“データベース名”と呼びます。

 
デプロイメントディスクリプタ

EJBアプリケーションの名前、種別などのカスタマイズ情報です。

 
同報・条件分岐

フロー定義エディタのルーティング定義画面で、メッセージを同報送信するルートまたは条件式によりメッセージを振り分けるルー

トを設定するための分岐点を表すアイコンです。

 
トランザクション

データベースのアクセスにおいては逐次的にデータベースを更新したり、いくつかのSQL文をまとめてからデータベースを更新し

たりすることが可能です。そのために、一連のデータ操作の途中で不慮のシステムダウンなどが発生すると、処理全体を有効にす

るか、無効にして再度やり直しができるようにデータベースを復旧する必要があります。このように、一連のデータ操作の一貫性を

保証する単位をトランザクションと呼びます。

 

- 507 -



排他モード

ファイルを排他的に使用するモードです。

 
バイナリ

コード変換を伴わないデータです。バッチ実行基盤（Java）ではbyte[](byteの1次元配列)の形式でデータを送受信します。

 
配備

開発したアプリケーションを実行可能な状態にすることです。

バッチ実行基盤（Java）では、リソースユニットを構成するIJServer上に業務処理実行アプリケーションを配備コマンドを使用して配

備します。

 
配備ファイル

配備対象のアプリケーションを構成するファイルです。業務処理実行アプリケーションを配備ファイルとして作成してから、リソース

ユニットを構成するIJServerに配備します。業務処理実行アプリケーションは、必ずIJServer上で運用するため、常に配備ファイルを

作成する必要があります。この場合、配備ファイルはejb-jarになります。また、業務処理開始アプリケーションも、IJServer上で運用

する場合は、配備ファイルを作成する必要があります。この場合、配備ファイルは形態に応じてejb-jar、warまたはearになります。

 
パスワード

システムの認証を受ける際、その権利のある利用者であることを識別するために、ユーザー名とともに入力する文字列です。

 
バックアップ

保存されたデータやプログラムを、破損やコンピュータウイルス感染などの事態に備えて、別の記憶媒体に保存することです。

 
バッチ開発環境

バッチ実行環境で使用するフロー定義、業務処理実行アプリケーション、および業務処理開始アプリケーションを作成するための

開発環境です。

 
バッチ実行環境

フローを実行するための実行環境です。

フローを実行するフロー実行環境と、フロー実行環境の作成・運用を行う運用ユーティリティで構成されています。

 
バッチ実行基盤（Java）

Interstage Job Workload Serverが提供するバッチ業務で使用するアプリケーションとしてJavaアプリケーションを用いる場合の実行

基盤です。

アプリケーションの開発を行うバッチ開発環境と、フローの実行を行うバッチ実行環境で構成されています。

 
バッチマネージャー

フロー定義や、フローの実行状態を管理する機能です。

バッチマネージャーは、1つのシステムに1つのみ存在します。

 
バナー表示フレーム

Interstage管理コンソールの4つに分割されたフレームの1つです。Interstage管理コンソールのタイトルロゴ、ログインしているユー

ザー名、ヘルプボタン、ログアウトボタンなどが表示されます。

 
非一時ファイル

フローが終了しても削除されることなく、フロー間にまたがって使用するファイルです。

 
標準ログ

フロー実行環境のシステム環境構築やデバッグ・保守などを容易にするためのログ機能です。インストール時のデフォルトでは、ロ

グはコンテナログに出力されます。標準ログには、システムログ、性能ログという2種類の目的別のログがあります。
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ビルド

プロジェクト内のソースプログラムおよびリソースについて、コンパイルとリンクを行い、実行プログラムを作成することです。

 
ファイル管理機能

バッチマネージャーもしくはリソースユニットよりフローやアクティビティ単位に、資源制御依頼を受け付け、資源の排他/割当て制御

を行います。

 
ファイル資源

使用するファイルの情報の総称です。

 
ファイルの排他

複数のフロー間でのファイルの競合を防ぐための仕組みです。

 
フェイルオーバ

運用システムと待機システムでシステムを2重化し、システムのダウン時に待機システムに業務を引き継ぐ処理です。Symfowareの
フェイルオーバには、作業を引き継ぐサーバの状態(可用性のレベル)により、ホットスタンバイ機能とスタンバイ機能があります。

 
フェイルオーバ運用

フェイルオーバを実現するための運用をフェイルオーバ運用と呼びます。1つの業務処理に関して、異なったノード上に運用と待

機を用意しておくことにより、ノードの故障などが発生したときに、他のノードで業務を引き継ぎます。

 
フロー

フロー実行コマンド、またはフロー実行APIで実行され、フロー定義に従って動作する一連の業務です。

 
フロー実行API

フロー実行環境でフローを実行するためのAPIです。フロー実行APIを使用することで、フローの実行、および処理結果の取得を

行うことができます。

 
フロー実行環境

フロー定義に従って業務処理実行アプリケーションの呼び出す、フローの実行環境です。

フロー実行環境は、バッチマネージャー、およびリソースユニットで構成されています。

 
フロー実行コマンド

フロー実行環境でフローを実行するためのコマンドです。フロー実行コマンドを使用することで、フローの実行を行うことができま

す。

 
フロー定義

フロー実行環境が、業務処理実行アプリケーションを呼び出す順番などのフロー制御を行う情報です。フロー定義エディタで編集

可能なXML形式のフロー定義ファイルを、アプリケーション連携フロープロジェクト内に作成します。また、アプリケーション連携フ

ロー定義は、フロー実行環境に登録し、フローの実行時に使用するフロー定義を指定します。

 
フロー定義エディタ

フロー定義を編集するためのエディタです。

 
フロー定義ファイル

フロー定義が格納されているファイルです。

 
フロー定義名

バッチ実行基盤（Java）において、フロー定義を一意に識別するための名前です。
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フローのタイムアウト

フローの実行後、有効期間内にフローの終点のアクティビティまで処理が到達しない場合、ルーティング処理を自動的に停止する

機能です。

 
フロー後処理

フロー実行時、 後の業務処理実行アプリケーションが終了した後に呼び出されるクラスです。業務処理実行アプリケーションで

利用する資源の解放などの後処理を行います。

 
フロー前処理

フロー実行時、 初の業務処理実行アプリケーションを呼び出す前に呼び出されるクラスです。業務処理実行アプリケーションで

利用する資源の獲得や初期化処理を行います。

 
プロジェクト

Interstage Studioにおいて、ソースプログラムやライブラリなどアプリケーションを作成するために必要なファイルを管理する単位で

す。

 
ホットスタンバイ機能

フェイルオーバを実現する機能の1つで、あらかじめ待機システムでSymfowareを起動させた状態で待機させる方式です。スタンバ

イ機能に比べて、システムダウン後の再起動時間がないため、格段に可用性が向上します。

 
メソッド

オブジェクト指向言語において、各オブジェクトがもっている、自身に対する操作です。オブジェクトはデータと手続きから構成され

ていますが、その手続きの部分にあたります。

 
メッセージフレーム

Interstage管理コンソールの4つに分割されたフレームの1つです。オペレーションフレームで行った操作に対するメッセージを表示

します。

 
メッセージ分岐条件

フローの経路を振り分けるための条件です。条件を設定するには、業務データの値に対する条件式を定義します。条件式の評価結果が

trueとなった場合にだけ、ルートを通過することができます。

 
ユーザー定義型情報

ユーザー定義型は、業務データとして指定可能な要素の型の1つであり、ユーザー定義型情報は、ユーザー定義型が持つ情報で

す。java.io.Serializableをインプリメントしたクラスを指定することができます。

 
呼出し定義

フローを構成する業務処理実行アプリケーションを呼び出すためのインタフェースを定義します。クラス名やメソッド名などを設定し

ます。

 
リソースユニット

特定の業務運用単位(運用系・保守系、または業務ごとなど)に関連づけた資源およびアプリケーションの運用環境です。リソース

ユニットは、IJServer上で動作します。

 
ルーティング

適な経路を選択し、業務処理実行アプリケーションの呼出し先を制御することです。

 
ルーティング制御

フロー定義エディタで定義されたフロー定義に従ってルーティングし、業務処理実行アプリケーションを自動的に呼び出す機能で

す。
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ルーティング定義

フロー定義内において、フローのルーティングおよび業務処理実行アプリケーションの呼出しを自動的に処理するための定義で

す。

 
ローカルトランザクション

単一のリソースだけを対象とするトランザクション、1つのデータベースにだけ関連するトランザクションをローカルトランザクションと

いいます。JDBCなどのリソースを使用したトランザクションもローカルトランザクションに属します。複数の関連プロセスを含むトラン

ザクションは、分散トランザクションまたはグローバルトランザクションとなります。

 
ロールバック

処理中のトランザクションのデータ操作を無効にすることです。ロールバックには、データ操作のSQL文単位のロールバックと、トラ

ンザクション単位のロールバックの2種類あります。代表的なものでは、前者には、データ操作の例外状態の発生、後者には、アプ

リケーションが意図したROLLBACK文の発行があります。

 
ワークユニット

アプリケーションが実行される実行環境の枠組です。 運用に必要な情報(データベースや環境変数、ライブラリ情報など)やオブ

ジェクトを登録することで、ワークユニットに設定された実行環境下でアプリケーションを動作させることができます。
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