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このマニュアルについて

このマニュアルでは、システム管理者の⽴場から、My webMethods Server の設定および管理の⽅法に
ついて説明します。このマニュアルでは、My webMethods Administrator (システム管理者とは異なりま
す) の観点から、My webMethods Server 上で実⾏されるアプリケーションのユーザ、グループ、および
役割の管理⽅法について説明します。また、My webMethods Server で表⽰するページの開発および管理
⽅法についても説明します。

My webMethods Server アセットのエクスポート
Deployer で使⽤するための My webMethods Server アセットの抽出の詳細については、『webMethods
Deployer Userʼs Guide』を参照してください。

表記規則

規則 説明

太字 画⾯上の要素を表します。

縮⼩フォント folder.subfolder.service  形式のサービス名や場所、API、Java クラス、メ
ソッド、プロパティを表します。

斜体 次の情報を表します。

独⾃の状況または環境に固有の値を指定する必要がある変数。
本⽂で最初に出現する新しい⽤語。
他のドキュメントソースへの参照。

モノスペース

フォント

次の情報を表します。

⼊⼒する必要があるテキストまたはシステムで表⽰されるメッセージ。
プログラムコード。

{ } 選択肢のセットを表します。ここから 1 つ選択する必要があります。中カッコ
の内側にある情報のみを⼊⼒します。{ } 記号は⼊⼒しません。

| 構⽂⾏で相互排他的な 2 つの選択肢を区切ります。いずれかの選択肢を⼊⼒し
ます。| 記号は⼊⼒しません。
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規則 説明

[ ] 1 つ以上のオプションを表します。⼤カッコの内側にある情報のみを⼊⼒しま
す。[ ] 記号は⼊⼒しません。

... 同じ種類の情報を複数回⼊⼒できることを⽰します。情報だけを⼊⼒してくだ
さい。実際のコードに繰り返し記号 (...) を⼊⼒しないでください。

オンライン情報とサポート
Software AG マニュアルの Web サイト
マニュアルは、Software AG マニュアルの Web サイト (「http://documentation.softwareag.com」)
で⼊⼿できます。このサイトには、Software AG の製品サポートサイト Empower のクレデンシャルが必
要です。Empower のクレデンシャルがない場合は、TECHcommunity Web サイトを使⽤する必要があり
ます。

Software AG の Empower 製品サポート Web サイト
Empower のアカウントをまだお持ちでない場合は、⽒名、会社名、および会社の電⼦メールアドレスを
「empower@softwareag.com」 まで送信し、アカウントをリクエストしてください。

アカウントを取得したら、Empower (「https://empower.softwareag.com/」) の [eService] セクショ
ンからオンラインでサポートインシデントを開くことができます。

製品情報は、Software AG の Empower 製品サポート Web サイト (「https://
empower.softwareag.com」) で⼊⼿できます。

機能および拡張機能に関するリクエストの送信、製品の可⽤性に関する情報の取得、製品のダウンロードを
実⾏するには、「Products」 に移動します。

修正に関する情報を取得し、早期警告、技術論⽂、Knowledge Base の記事を読むには、「Knowledge
Center」 に移動します。

ご不明な点がありましたら、「https://empower.softwareag.com/public_directory.asp」 の [Global
Support Contact Directory] でお住まいの国のローカルまたはフリーダイヤル番号を検索し、お電話でお
問い合わせください。

Software AG TECHcommunity
マニュアルおよびその他の技術情報は、Software AG TECHcommunity Web サイト (「http://
techcommunity.softwareag.com」) で⼊⼿できます。以下の操作を実⾏できます。

TECHcommunity クレデンシャルを持っている場合は、製品マニュアルにアクセスできま
す。TECHcommunity クレデンシャルがない場合は、登録し、関⼼事の領域として [マニュアル] を
指定する必要があります。

記事、コードサンプル、デモ、チュートリアルにアクセスする

http://documentation.softwareag.com
mailto:empower@softwareag.com
https://empower.softwareag.com/
https://empower.softwareag.com
https://empower.softwareag.com
https://empower.softwareag.com/Products/default.asp
https://empower.softwareag.com/KnowledgeCenter/default.asp
https://empower.softwareag.com/KnowledgeCenter/default.asp
https://empower.softwareag.com/public_directory.asp
http://techcommunity.softwareag.com
http://techcommunity.softwareag.com
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Software AG の専⾨家によって承認されたオンライン掲⽰板フォーラムを使⽤して、質問したり、ベ
ストプラクティスを話し合ったり、他の顧客が Software AG のテクノロジをどのように使⽤している
かを学んだりすることが可能です。

オープンスタンダードや Web テクノロジを取り扱う外部 Web サイトにリンクできます。

データ保護
Software AG 製品は、EU ⼀般データ保護規則 (GDPR) に従って個⼈データの処理に関する機能を提供し
ます。該当する場合、それぞれの管理マニュアルに適切な⼿順が記載されています。

webMethods Broker の廃⽌
webMethods Broker は、webMethods 10.2 での使⽤が廃⽌されました。webMethods 10.2 で開
発を開始する場合は、Software AG Universal Messaging を使⽤し、webMethods Broker は使わ
ないでください。webMethods 10.2 へアップグレードする場合は、Universal Messaging への移⾏
をご検討ください。webMethods Broker を継続して使⽤する場合、フルサポートが⾏われるのは、
発表された webMethods Broker のサポート終了⽇までに限ります。詳細については、「https://
empower.softwareag.com/brokerendoflife/」 を参照してください。

https://empower.softwareag.com/brokerendoflife/
https://empower.softwareag.com/brokerendoflife/
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My webMethods Server の概要
My webMethods Server は、webMethods のアプリケーションで使⽤可能な機能のランタイムコンテ
ナです。これらの機能を実⾏するユーザインタフェースは、My webMethods と呼ばれています。My
webMethods は、ユーザが webMethods アプリケーションで機能を簡単に実⾏できるような環境を提供
します。また、管理者はこれらの機能へのアクセスを管理できます。さらに、My webMethods Server
は、追加のユーザインタフェースページを開発するための機能、および追加された機能を管理するための広
範囲の管理ツールを提供します。

My webMethods Server は、実⾏する機能に基づいて、2 つのタイプの管理者を認識します。

My webMethods Administrator - My webMethods のデフォルト管理者。このユーザはユーザ
管理機能を実⾏し、外部ディレクトリサービスを管理できます。インストール時のユーザ ID は
「Administrator」、パスワードは「manage」です。このユーザが使⽤可能な機能の詳細について
は、83 ページの「My webMethods Administrator の機能」を参照してください。

システム管理者 - My webMethods Server のシステム管理者。このユーザは、分析、設定、コ
ンテンツ、およびユーザ管理を含む、My webMethods Server の管理を⾏うことができます。イ
ンストール時のユーザ ID は「SysAdmin」、パスワードは「manage」です。この管理者は My
webMethods ユーザインタフェースを使⽤しません。このアカウントで使⽤可能な機能の詳細につい
ては、201 ページの「システム管理者の機能」を参照してください。

ユーザ管理など、両⽅のタイプの管理者が実⾏できる機能もあります。My webMethods ユーザインタ
フェースとシステムユーザインタフェースで⼿順が異なる場合は、両⽅の⼿順を説明します。

このマニュアルは以下のように複数の部分に分かれています。次の表に、マニュアルの主要部分と、各部分
に記載されているアクティビティを⽰します。

アクティビティ 参照先

管理者が⾏う初期作業、My webMethods
Server の設定変更、外部 Web サーバの使
⽤、コマンドラインからのサーバの実⾏。

21 ページの「起動および設定」

My webMethods Administrator としてのユー
ザ、グループ、および役割の管理。

83 ページの「My webMethods
Administrator の機能」

システム管理者としての My webMethods
Server の拡張機能の管理。

201 ページの「システム管理者の機能」

ユーザインタフェースページの開発および管
理。

331 ページの「サーバページの開発」

Command Central を使⽤した My
webMethods Server の管理。

413 ページの「Command Central を使⽤し
た My webMethods Server の管理」

また、My webMethods Server についての詳細は、次のマニュアルも参照できます。
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My webMethods Server のインストールおよび初期設定 - 『Installing Software AG Products』。

My webMethods アプリケーションで個々のユーザが実⾏可能な基本的アクティビティ - 『Working
with My webMethods』。

Windows での My webMethods Server の起動および停
⽌
My webMethods Server を起動するには、My webMethods Server の Windows サービスを起動しま
す。

サーバをシャットダウンするには、My webMethods Server の Windows サービスを停⽌します。

サービスの名前は Software AGMy webMethods Server 10.2 です。サービスに複数のインスタンスがあ
る場合は、2 番⽬のインスタンスには (2)、3 番⽬のインスタンスには (3) などのインデックス値が付きま
す。

UNIX での My webMethods Server の⾃動起動
UNIX システムに My webMethods Server をインストールし、システムの起動時に My webMethods
Server を⾃動的に起動させるには、次のように My webMethods Server サービス登録スクリプトを実⾏
します。

Software AG_directory /MWS/bin su -c ./mws.sh
-s serverInstance  installservice serverUserAccount

My webMethods Server の起動の詳細については、49 ページの「コマンドラインからの My
webMethods Server の実⾏」を参照してください。

My webMethods Server へのログイン
My webMethods Server には、Web ブラウザを使⽤してアクセスするユーザインタフェースがありま
す。

My webMethods Server にログインするには

1. Web ブラウザで URL を⼊⼒し、My webMethods Server の [ログイン] ページにアクセスします。
http://host :port

ここで、

host  は、My webMethods Server がインストールされているマシンのホスト名。

port  は、My webMethods Server が受信する要求を待機するポート。My webMethods Server
のデフォルトポートは 8585 です。

たとえば、ホスト名が rubicon.company.com で、デフォルトポート (8585) を使⽤する場合、次の
URL を⼊⼒します。

http://rubicon.company.com:8585

2. [ユーザ名] および [パスワード] フィールドに以下を指定します。
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ユーザ名 パスワード

Administrator manage

SysAdmin manage

メモ: ログインの際にユーザ名として指定する値は、⼤⽂字⼩⽂字が区別されません。ただし、ログイ
ン後の My webMethods Server で使⽤されるユーザ名は、ユーザアカウントに定義されたとおりに
⼤⽂字⼩⽂字が区別されます。たとえば、ユーザアカウントが「Administrator」と定義されている場
合は、「administrator」でログインできます。My webMethods Server でユーザ名を使⽤する必要
があるとき (HTTP 認証など) には、ユーザアカウントで定義されている「Administrator」が使⽤さ
れます。

重要: デフォルトの管理者パスワードは、My webMethods Server の安全性を確保するために変更す
る必要があります。パスワードを変更する⼿順については、26 ページの「管理者パスワードの変
更」を参照してください。

3. [ログイン] をクリックします。

ログインすると、My webMethods Server の管理者ホームページが表⽰されます。

My webMethods Server からのログアウト
My webMethods Server からログアウトするには、以下の⼿順に従います。

My webMethods Server からログアウトするには

すべての My webMethods ページの上部にある [ログアウト] リンクをクリックします。

管理者パスワードの変更
プロファイルの [ユーザ情報] パネルにあるフィールドを編集して、パスワードを変更します。

パスワードを変更するには

1. My webMethods のすべてのページの上部にある [マイプロファイル] をクリックします。

2. [ユーザ情報] パネルで、[パスワード] フィールドに新規のパスワードを⼊⼒します。

3. 確認のため、[パスワードの再⼊⼒] フィールドに、新規のパスワードを再⼊⼒します。

4. [適⽤] をクリックします。
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インストール後の設定変更
My webMethods Server のインストール時には、デフォルト設定が適⽤されます。サーバが使⽤するデー
タベースのタイプと場所、およびサーバが使⽤する HTTP ポートは指定できますが、それ以外の設定はで
きません。インストールが完了し、実⾏中の My webMethods Server のインスタンスがある場合は、設
定を変更できます。

MySQL データベースで My webMethods Server を使⽤す
る
MySQL とともに My webMethods Server を使⽤するには、最初に My webMethods Server を起動す
る前に、MySQL データベースのモードを設定する必要があります。My webMethods Server で必要な
MySQL モードは、ANSI_QUOTES および PIPES_AS_CONCAT です。MySQL の設定の詳細については、MySQL
のマニュアルを参照してください。

MySQL Community Edition を使⽤するための My webMethods
Server の設定
MySQL Community Edition は、ネイティブドライバを使⽤する必要があります。My webMethods
Server を MySQL Community Edition とともに使⽤する前に、ドライバをダウンロードして My
webMethods Server インストールにバンドルとして追加する必要があります。

MySQL Community Edition ⽤に My webMethods Server を設定するには

1. 次の場所から MySQL のネイティブドライバ (mysql-connector-java-version-bin.jar) をダウンロー
ドします。

「https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.1.html」

2. .jar ファイルを Software AG_directory\MWS\lib ディレクトリにコピーします。

3. Software AG_directory\MWS\lib ディレクトリに driver-name .bnd テキストファイル
を作成します。driver-name  は .jar ファイルの名前です。

たとえば、mysql-connector-java-version .bnd のようになります。

4. 次の例の斜体部分 で⽰すように、.bnd テキストファイルで OSGi バンドル変換の指⽰を指定しま
す。
# attach as fragment to the caf.server bundle
Fragment-Host: com.webmethods.caf.server
Bundle-SymbolicName: mysql-connector-java-
Bundle-Version: 5.1.41
Include-Resource: mysql-connector-java-5.1.41 .jar
-exportcontents: *
Bundle-ClassPath: mysql-connector-java-5.1.41 .jar
Import-Package: *;resolution:=optional

Bundle-Version  には、.jar ファイルのバージョン番号または任意の⼀意の数字を指定できます。

5. コマンドラインプロンプトで、サーバの bin ディレクトリに移動します。

https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.1.html
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Software AG_directory\MWS\bin

6. 次のコマンドを使⽤して、サーバインスタンスを更新します。
mws.bat -s serverName  update

7. My webMethods Server を起動します。

重要: .war ファイルを My webMethods Server に展開すると、⼿順の完了後にエラーが発⽣するこ
とがあります。そのような問題が発⽣した場合、MySQL 設定ファイルで次のパラメータの値を増加し
た後、MySQL データベースサーバを再起動します。
innodb_buffer_pool_size = 5G
innodb_log_file_size = 80M
max_allowed_packet = 24M

データベースを指定しないでインストールした場合
My webMethods Server は、データベースを指定しないでインストールすることが可能です。このような
状況で外部データベースを使⽤する場合、サーバが起動する前に、My webMethods Server のためにデー
タベース接続を設定する必要があります。外部データベース接続を設定または変更するには、mws.db.xml
ファイルを使⽤します。このファイルは、以下の場所にあります。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \config

以下の値を指定する必要があります。

要素 値

<URL> データベースサーバの URL

<USER> データベースユーザ名

<PASSWORD> データベースユーザのパスワード

ms.db.xml ファイルを保存して閉じた後、My webMethods Server を起動します。

複数の My webMethods Server インスタンスのガイドライン
同じマシン上で My webMethods Server の複数のインスタンスを実⾏できますが、各サーバインスタン
スは、独⾃の外部リソースを必要とします。同じマシン上で複数のサーバインスタンスを実⾏することは、
クラスタリングとは異なります。My webMethods Server クラスタリングの詳細については、165 ペー
ジの「My webMethods Server のクラスタリング」を参照してください。同じマシン上で複数のサーバイ
ンスタンスを実⾏する場合は、以下のガイドラインが適⽤されます。

My webMethods Server の各インスタンスには独⾃のデータベースが必要です。同じデータベース
サーバを使⽤するすべての My webMethods Server インスタンスを通じて、以下の項⽬を⼀意に設
定する必要があります。

データベースユーザ名
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データベース名またはテーブル領域名

同じマシンで同時に稼動している My webMethods Server インスタンスについては、以下のホスト/
ポート番号の組み合わせ (使⽤されている場合) がすべてのサーバを通じて⼀意である必要がありま
す。

HTTP ポート。デフォルトは 8585 です。

HTTPS ポート (使⽤する場合)。

JMX (Java Management Extensions) ポート。デフォルトは 5002 です。

スタンドアロンサーバの HTTP リスナーポートの変更
メモ: webMethods Monitor を使⽤している場合に、My webMethods Server のデフォルト受信待機ポー
ト 8585 を変更すると、My webMethods の [管理] > [ビジネスプロセス] ページにアクセス拒否エラー
が表⽰されます。この問題を解決するには、Integration Server Administrator の [設定] > [リソース]
ページの [MWS SAML リゾルバ URL] フィールドにデフォルト以外のポート番号を指定します。

スタンドアロンサーバインスタンスの HTTP リスナーポートのみを変更するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [クラスタ設定] > [基本設定]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [ク
ラスタ管理] > [基本設定]

2. [HTTP ポート] フィールドで、新しいポート番号を⼊⼒し、[サブミット] をクリックします。

3. My webMethods Server を再起動します。

HTTP および HTTPS リスナーポートの変更
メモ: webMethods Monitor を使⽤している場合に、My webMethods Server のデフォルト受信待機ポー
ト 8585 を変更すると、My webMethods の [管理] > [ビジネスプロセス] ページにアクセス拒否エラー
が表⽰されます。この問題を解決するには、Integration Server Administrator の [設定] > [リソース]
ページの [MWS SAML リゾルバ URL] フィールドにデフォルト以外のポート番号を指定します。

My webMethods Server インスタンスの HTTP および HTTPS リスナーポートを変更するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [クラスタ設定] > [拡張またはクラスタ設定]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [ク
ラスタ管理] > [拡張またはクラスタ設定]

2. [HTTP ポート] フィールドに、HTTP リスナーが使⽤するポート番号を⼊⼒します。
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このフィールドには必ず有効なポート番号を⼊⼒する必要があります。

3. [HTTPS ポート] フィールドに、HTTPS リスナーが使⽤するポート番号を⼊⼒します。

このフィールドに値 0 (ゼロ) を⼊⼒すると、リスナーが無効になります。

HTTPS リスナーで使⽤するデフォルトのデジタル認証の詳細については、37 ページの「セキュア
接続に使⽤される証明書」を参照してください。

4. [サブミット] をクリックします。

5. My webMethods Server を再起動します。

JMX リスナーポートの変更
デフォルトの JMX リスナーポートは 5002 です。My webMethods Server の複数のインスタ
ンスが同じコンピュータで実⾏している場合、または別のアプリケーションで既にそのポート
を使⽤している場合は、別のポート番号を割り当てる必要があります。JMX リスナーポートは
com.softwareag.jmx.connector.pid-5002.properties ファイルで変更します。

JMX リスナーポートを変更するには

1. テキストエディタで、サーバインスタンスの com.softwareag.jmx.connector.pid-5002.properties
ファイルを開きます。ファイルは Software AG_directory\profiles
\MWS_serverName \configuration\ com.softwareag.platform.config.propsloader ディレク
トリにあります。

2. 新しい JMX リスナーポート番号で port=number  ⾏を編集して、ファイルを保存します。

3. My webMethods Server を再起動します。

JCR リポジトリ RMI リスナーポートの変更
リモート Java コンテンツリポジトリ (JCR) を使⽤する場合、JCR への接続は、クライアント My
webMethods Server と通信するために RMI を使⽤して実装されます。My webMethods Server で
は、JCR RMI 接続に次のポートを使⽤します。

rmiPortRMI レジストリのポート。デフォルトのポート番号は 10999 です。

rmiServerObjectPortMy webMethods Server によって提供されるリモートオブジェクトと通信す
るために、リモートクライアントによって使⽤されるポート。デフォルトのポート番号は 10998 で
す。値が 0 の場合は、ランダムなポート番号が⽣成されます。

重要: サーバがファイアウォールで保護されるときに My webMethods Server へのリモート JCR 接続を
許可する場合は、rmiPort と rmiServerObjectPort の両⽅を開くようにファイアウォールを設定する必要
があります。そのようなシナリオでは、My webMethods Server が再起動するたびにポート番号が変更さ
れないようにするため、rmiServerObjectPort に 0 以外の値を使⽤する必要があります。

rmiPort または rmiServerObjectPort の番号をデフォルトから変更するには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [設
定] > [CAF アプリケーションランタイム設定]
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2. [キーワード] フィールドに「wm_mws_config」と⼊⼒して wm_mws_config 展開済みアプリケー
ションを検索します。

My webMethods Server の検索結果で Administration アプリケーションが返されます。

3. [Administration] > [Web アプリケーション] > [環境エントリ] をクリックします。

4. [rmiPort] および [rmiServerObjectPort] フィールドで、ポート番号の新しい値を⼊⼒して [適
⽤] をクリックします。

My webMethods Server で使⽤する Java の場所の指定
My webMethods Server は Java の場所を指している必要があります。デフォルトでは、My
webMethods Server は Software AG_directory/jvm ディレクトリにインストールされた JDK の場所を
指しています。

My webMethods Server で使⽤するために、デフォルト以外の JDK または JRE を指定できます。指定す
る場合でも、デフォルトの JDK は Software AG Installer で使⽤されるため、デフォルトの JDK を削除
しないでください。

重要: デフォルト以外の JRE または JDK を指定する場合は、⾃分⾃⾝でインストールした JRE および
JDK と同様に、適切なベンダーからのメンテナンス更新を定期的に適⽤してください。

メモ: Software AG による製品のテストは、Software AG Installer でインストールされた JDK を使⽤し
てのみ⾏っています。製品をリダイレクトして別の JDK または JRE を使⽤しているときに問題が発⽣し
た場合は、Software AG より、Software AG Installer でインストールされた JDK で問題が再現すること
を要求される場合があります。

デフォルト以外の JDK または JRE を指定するには、複数の場所で変更を⾏う必要があります。

/MWS/bin/ にある Setenv ファイル
次の場所にある setenv.bat または .sh ファイルで、指定された Java の場所を変更する必要があります。

Software AG_directory/MWS/bin/setenv.[bat | sh]

テキストエディタで setenv.bat または setenv.sh ファイルを開きます。JAVA_HOME パラメータがデ
フォルト以外の JDK または JRE のインストールディレクトリを指すように編集し、変更を保存してファイ
ルを閉じます。次に例を⽰します。

set JAVA_HOME= C:\myjava17

/profiles にある Setenv ファイル
次の場所にある setenv.bat または .sh ファイルで、指定された Java の場所を変更する必要があります。

Software AG_directory/profiles/MWS_serverName /bin/setenv.[bat | sh]

テキストエディタで setenv.bat または setenv.sh ファイルを開きます。JAVA_EXEC パラメータがデ
フォルト以外の JDK または JRE のインストールディレクトリを指すように編集し、変更を保存してファイ
ルを閉じます。次に例を⽰します。

set JAVA_EXEC= "C:\myjava17\bin\java"
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wrapper.conf ファイル
次の場所にある wrapper.conf ファイルで、指定された Java の場所を変更する必要があります。

Software AG_directory/profiles/MWS_serverName /configuration/wrapper.conf

wrapper.conf ファイルをテキストエディタで開きます。wrapper.java.command パラメータがデフォル
ト以外の JDK または JRE のインストールディレクトリを指すように編集し、変更を保存してファイルを閉
じます。次に例を⽰します。

wrapper.java.command=C:\myjava17\bin\java

custom_wrapper.conf ファイル
次の場所にある custom_wrapper.conf ファイルで、指定された Java の場所を変更する必要があります。

Software AG_directory/profiles/MWS_serverName /configuration/custom_wrapper.conf

custom_wrapper.conf ファイルをテキストエディタで開きます。set.JAVA_HOME パラメータがデフォル
ト以外の JDK または JRE のインストールディレクトリを指すように編集し、変更を保存してファイルを閉
じます。次に例を⽰します。

set.JAVA_HOME=C:\\ myjava17

My webMethods Server でのリダイレクトの管理
My webMethods Server では、ページでボタンをクリックするか、その他のアクションを実⾏すると、外
部サイトにリダイレクトされる場合があります。リダイレクトは便利な機能ですが、悪意のある外部サイト
にユーザが誘導されることがあります。リンクコントロールまたはブックマークワークスペースツールを使
⽤して作成した直接リンクは、この問題の影響を受けません。

ホワイトリストは、信⽤のあるエンティティのリストであり、この場合は信⽤のあるサーバです。[リダイ
レクトホワイトリスト管理] ページを使⽤して、My webMethods Server が安全に要求をリダイレクトで
きるサーバを含むホワイトリストを作成できます。

デフォルトでは、悪⽤から保護するために、My webMethods Server で外部サイトへのリダイレクトは許
可されません。サーバでは、操作に必要なクラスタフロントエンド、localhost およびループバックアドレ
ス (127.0.0.1) へのリダイレクトは許可されます。

外部サーバへのリダイレクトを許可する必要がある場合は、[リダイレクトホワイトリスト管理] ページを
使⽤してそれらのサーバを追加できます。サーバは、ホスト名または IP アドレスで識別されます。ホワイ
トリストはサーバデータベースに格納され、My webMethods Server クラスタ内のすべてのサーバで使⽤
できます。

ホワイトリストへのサーバの追加
外部アドレスをホワイトリストに追加することで、そのアドレスへのリダイレクトを許可できます。デフォ
ルトでは、クラスタフロントエンド、localhost およびループバックアドレス (127.0.0.1) がリストに含
まれています。
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外部アドレスをホワイトリストに追加するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [リダイ
レクトホワイトリスト管理]

2. [サーバの追加] をクリックし、信⽤のあるサーバのホスト名または IP アドレスを⼊⼒して、[適⽤] を
クリックし、[保存] をクリックします。

My webMethods Server で、新しいサーバへの URL リダイレクトが許可されるようになります。

ホワイトリストからのサーバの削除
ホワイトリストに外部アドレスが含まれている場合は、そのアドレスを削除できます。デフォルトでは、ク
ラスタフロントエンド、localhost およびループバックアドレス (127.0.0.1) がリストに含まれており、
これらは削除できません。

外部アドレスをホワイトリストから削除するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [リダイ
レクトホワイトリスト管理]

2. 削除するサーバのチェックボックスをオンにして、[サーバの削除] をクリックし、[保存] をクリック
します。

サーバはホワイトリストから削除されます。
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My webMethods Server を HTTPS クライアントとして使⽤
HTTPS を使⽤して My webMethods Server をサーバに接続する場合は、My webMethods Server マシ
ンで実⾏されている JVM で使⽤する、信⽤のある CA ストアファイル (cacerts ファイル) を設定する必
要があります。信⽤のある CA ストアファイルには、My webMethods Server が HTTPS 要求を送信する
先のサーバの CA 証明書が含まれている必要があります。

たとえば、webMethods Monitorまたは WmTaskClient パッケージを使⽤する場合は、監視ページに代
わって My webMethods Server が発⾏する要求の送信先の Integration Server を指定する必要がありま
す。HTTPS を使⽤して要求を発⾏する場合は、My webMethods Server マシンで実⾏されている JVM の
信⽤のある CA ストアファイルを設定する (Integration Server の証明書に署名した認証局の CA 証明書
を含める) 必要があります。

JVM の信⽤のある CA ストアファイルに CA 証明書をインポートするには、JVM の keytool コマンドを使
⽤します。デフォルトでは、信⽤のある CA ストアファイルは以下の場所にあります。

Software AG_directory\jvm\operating_system \jre\lib\security\cacerts

たとえば、Windows を使⽤している場合、信⽤のある CA ストアファイルの場所は
Software AG_directory\jvm\jvm\jre\lib\security\cacerts になります。

CA 証明書のインポート
My webMethods Server JVM の信⽤のある CA ストアファイルに CA 証明書をインポートするには

1. 信⽤のある CA ストアファイルに追加する必要のある CA 証明書を⾒つけて、My webMethods
Server が実⾏されているマシン上でこの証明書が使⽤可能であることを確認します。

2. コマンドラインプロンプトで、次のコマンドを⼊⼒して jvm\lib\security ディレクトリに移動しま
す。
cd Software AG_directory \jvm\operating_system \jre\lib\security

3. 以下のコマンドを⼊⼒して、信⽤のある CA ストアファイルに CA 証明書をインポートします。
..\..\..\bin\keytool -import -v -keystore 
cacerts -file <cacert.der > -alias <aliasName >

ここで、

-file <cacert.der > は、インポートする CA 証明書を含むファイルのパスとファイル名を表しま
す。

-alias <aliasName>  は、キーストアファイル内のエントリを識別するためのエイリアスを証明
書に割り当てます。⾃分にとって意味のある値を選択してください。

たとえば、cacerts ファイルと同じディレクトリに保存されている serverCAcert.der という名前の
CA 証明書をインポートし、キーストアファイルでこの新規エントリを SERVERCA として識別する場
合は、以下のコマンドを使⽤します。

..\..\..\bin\keytool -import -v -keystore 
cacerts -file serverCAcert.der -alias SERVERCA

4. keytool コマンドを⼊⼒すると、cacerts ファイルのパスワードを求めるプロンプトが表⽰されます。
パスワードを⼊⼒します。デフォルトのパスワードは changeit です。
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5. パスワードを⼊⼒すると、keytool コマンドから、CA 証明書のインポート操作を⾏うことを確認する
プロンプトが表⽰されます。Yes を表す「y」を⼊⼒します。

6. 信⽤のある CA ストアファイルに CA 証明書が正しくインポートされたことを確認するため、以下の
コマンドを⼊⼒します。
..\..\..\bin\keytool -list -keystore cacerts

keytool コマンドから、cacerts ファイルのパスワードを求めるプロンプトが表⽰されます。パスワー
ドを⼊⼒します。

例
SSL を使⽤して、WmTaskClient パッケージと、同じコンピュータ上の My webMethods Server との通
信を⾏うとします。この例では、デフォルトの My webMethods Server トラストストアを使⽤します。

1. まだ設定していない場合は、HTTPS ポートを使⽤するように My webMethods Server を設定しま
す。たとえば、HTTPS ポートを 8586 に設定します。HTTPS ポートの設定⽅法の詳細については、
「39 ページの「HTTPS を使⽤した webMethods アプリケーションとの通信」」を参照してくだ
さい。

2. Integration Server で、前の⼿順で設定した HTTPS ポート (8586) を使⽤して通信するよう
に、WmTaskClient パッケージを設定します。

3. CA 証明書を格納する⼀時ディレクトリを作成します (C:\temp など)。

4. コマンドラインプロンプトで、JVM keytool コマンドのディレクトリに移動します。

cd Software AG_directory \jvm\operating_system \jre\lib\security

5. 次のコマンドを⼊⼒して、デフォルトの My webMethods Server トラストストアから CA 証明書を
抽出します。

keytool -export -alias "softwareag demo" -file c:\temp\sagca.crt 
-keystore Software AG_directory \MWS\server\default\config\ 
security\sagdemoca.jks

6. プロンプトで、トラストストアのパスワードを⼊⼒します。デフォルトの My webMethods Server
トラストストアの場合、パスワードは manage です。

7. JVM の信⽤のある CA ストアに CA 証明書をインポートするには、次のコマンドを⼊⼒します。

keytool -import -trustcacerts -file c:\temp\sagca.crt 
-alias "softwareag demo" -keystore  Software AG_directory \jvm\ 
jvm160_32\jre\lib\security\cacerts

メモ: 64 ビットオペレーティングシステムで実⾏している場合は、jvm160_32 を jvm160_64 に変更し
ます。

8. プロンプトで、JVM の信頼のある CA ストアファイルのパスワードを⼊⼒します。デフォルトのパス
ワードは changeit です。

9. CA 証明書のインポートを確定するには、Yes を表す「y」を⼊⼒します。

10. 新しい CA 証明書を使⽤するように、Integration Server を再起動します。

セキュア接続に使⽤される証明書
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My webMethods Server には、HTTPS リスナーの設定とテストに使⽤できる 2 つのデフォルトキースト
アが含まれています。

キーストア:クライアントとサーバ間の暗号化接続の設定に使⽤されるキーペアが含まれます。デフォ
ルトのキーストアファイルは localhost.p12 です。このファイルには、My webMethods Server に
よって使⽤される Jetty SSL サーバのデモ⽤証明書および秘密鍵が含まれています。

トラストストア:CA (Certification Authority: 認証局) からの信頼のあるデジタル認証が含まれます。
デフォルトのトラストストアファイル sagdemoca.jks には、My webMethods Server の 1 つのイン
スタンスが別のインスタンスまたは他の webMethods 製品からの SSL (Secure Sockets Layer) 接続
を信頼できるようにする Software AG CA 証明書が含まれます。

My webMethods Server は、この 2 つのキーストアを各サーバインスタンスの次の場所に格納します。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \config\security\

実稼動環境では、Verisign などの商⽤認証局からの証明書を使⽤したり、内部認証局を使⽤したりできま
す。

キーストアの置換
wrapper.conf ファイルによって、SSL を使⽤した通信に使⽤される javax.net.ssl システムプロパティに
値が設定されます。custom_wrapper.conf ファイルを編集して、My webMethods Server のインスタン
ス⽤のキーストアまたはトラストストアを置換できます。

キーストアまたはトラストストアを置換するには

1. テキストエディタで、サーバインスタンスの custom_wrapper.conf ファイルを開きます。ファイル
は次の場所にあります。

Software AG_directory\profiles\MWS_serverName \configuration\

2. custom_wrapper.conf ファイルで、必要に応じて SSL プロパティの値を追加または変更して、ファ
イルを保存します。
# SSL Properties 
set.JAVA_KEYSTORE=Software AG_directory \MWS\server\default\config 
    \security\localhost.p12 
set.JAVA_KEYSTORETYPE=pkcs12 
set.JAVA_KEYSTORE_PASSWORD=encrypted_password
set.JAVA_TRUSTSTORE=Software AG_directory \MWS\server\default\config 
    \security\sagdemoca.jks 
set.JAVA_TRUSTSTORETYPE=jks 
set.JAVA_TRUSTSTORE_PASSWORD=encrypted_password

3. My webMethods Server を再起動します。

キーストアの暗号化パスワードを指定するには、38 ページの「暗号化パスワードの⽣成」を参照してく
ださい。

暗号化パスワードの⽣成
キーストアを置換する場合、暗号化パスワードを指定する必要があります。パスワードを⽣成し
て、custom_wrapper.conf ファイルの適切な場所にコピーして貼り付けるには、以下の⼿順に従います。
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メモ: この⼿順では、Infrastructure > Libraries の下に Composite Applications Runtime ノードのイ
ンストールが必要です。また、Software AG directory /jvm ディレクトリにインストールされている
JDK、またはそれより新しいバージョンの JDK を使⽤する必要があります。インストール済みの JDK が
PATH 環境変数に含まれていない場合は、Java インストールの \bin ディレクトリからコマンドを実⾏す
るか、JDK の場所をパラメータとしてコマンドに指定する必要があります。

暗号化パスワードを⽣成するには

1. Software AG_directory インストールディレクトリで、コマンドプロンプトウィンドウを開
きます。

2. 次のコマンドを実⾏します。

Windows の場合

java -cp “Software AG directory \common\lib\wm-caf-common.jar; 
Software AG directory \common\lib\ext\log4j.jar;
Software AG directory \common\lib\wm-scg-security.jar;
Software AG directory \common\lib\wm-scg-core.jar;
Software AG directory \common\lib\ext\enttoolkit.jar” 
com.webmethods.caf.common.CipherUtil password_to_encrypt

UNIX の場合

java -cp “Software AG directory /common/lib/wm-caf-common.jar: 
Software AG directory /common/lib/ext/log4j.jar:
Software AG directory /common/lib/wm-scg-security.jar:
Software AG directory /common/lib/wm-scg-core.jar:
Software AG directory /common/lib/ext/enttoolkit.jar” 
com.webmethods.caf.common.CipherUtil password_to_encrypt

指定したパスワードの暗号化バージョンがコマンドから返されます。

3. 暗号化パスワードをコピーして、custom_wrapper.conf ファイル内の適切な場所に貼り付けます。

HTTPS を使⽤した webMethods アプリケーションとの通信
デフォルトでは、My webMethods Server は HTTP プロトコルを使⽤して他の webMethods アプリケー
ションと通信します。以下の⽅法で、HTTPS プロトコルを使⽤するように変更できます。

My webMethods Server の通信⽅法を HTTPS プロトコルのみに限定するには

1. My webMethods Server で、以下のいずれかを⾏います。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [クラスタ設定] > [拡張またはクラスタ設定]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [ク
ラスタ管理] > [拡張またはクラスタ設定]

2. [MWS フロントエンド URL] フィールドで、以下のように URL を変更します。

a. http を https に変更します。

b. ポート番号を変更します。
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たとえば、以下の URL の場合、

http://my_host:8585

次のように変更します。

https://my_host:7238

3. [HTTP ポート] フィールドで、値を 0 に変更します。

メモ: My webMethods Server のクラスタを実⾏している場合は、クラスタ内のすべてのノードに対
して HTTP ポート値を 0 に変更する必要があります。

4. [HTTPS ポート] フィールドで、値をポート番号に変更し、[サブミット] をクリックします。

5. My webMethods Server を再起動します。

6. この My webMethods Server と通信するすべての webMethods アプリケーションの管理者に、新し
い HTTPS ポート番号を通知します。

My webMethods 管理者としての認証証明書の管理
My webMethods Administrator は、Integration Server またはその他の webMethods アプリケーショ
ンに接続するユーザの認証証明書を管理できます。認証証明書は、ユーザと My webMethods Server の
間の接続を制御するものではありません。認証の割り当てを受けるには、ユーザがシステムディレクトリ
サービス、または My webMethods Server に接続している外部ディレクトリサービスのメンバーである
ことが必要です。ディレクトリサービスの使⽤の詳細については、86 ページの「ディレクトリサービス
の管理」を参照してください。

ユーザの認証の割り当てに関しては、以下のルールが適⽤されます。

1 ⼈のユーザに複数の認証を割り当てることができます。

認証の 1 つのインスタンスに割り当てられるユーザは 1 ⼈だけですが、それぞれタイプが異なる認証
の複数のインスタンスを追加して、各インスタンスに異なるユーザを割り当てることができます。

認証に関しては、以下のアクションを実⾏できます。

認証の追加

認証の検索

認証の詳細の表⽰

認証へのユーザの割り当て

認証のユーザの変更

認証の削除

認証証明書の追加
証明書を追加するには、以下の⼿順に従います。
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認証証明書を追加するには

1. My webMethods で、[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [ユーザ管
理] > [認証] に移動します。

2. [新規認証の追加] をクリックします。

3. [参照] をクリックし、追加する証明書ファイルの場所まで移動して、[開く] をクリックします。

4. [認証タイプ] リストで、Integration Server またはその他の webMethods アプリケーションに接続す
るクライアントが使⽤する認証証明書のタイプを選択します。

認証タイプ ⽬的

[SSL (デフォルト)] メッセージの送信者を認証します。クレデンシャルはプロトコルヘッ
ダーに含まれます。

[検証] Integration Server の受信メッセージのデジタル署名を検証しま
す。

[暗号化] Integration Server の送信メッセージを暗号化します。

[検証および暗号化] 受信メッセージのデジタル署名の検証と送信メッセージの暗号化の両
⽅を⾏います。ユーザのメッセージの送信と受信に同じ証明書が使⽤
される場合に使⽤されます。

[メッセージ認証] メッセージの送信者を認証します。クレデンシャルはメッセージヘッ
ダーに含まれます。

5. [アップロード] をクリックします。

[認証] パネルに証明書が表⽰されます。

認証証明書の検索
さまざまな条件に基づいて認証証明書を検索できます。

認証証明書を検索するには

1. My webMethods で、[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [ユーザ管
理] > [検索] > [⾼度な検索] に移動します。

2. 証明書を検索するときに適⽤する条件を指定します。

フィールド 説明

[認証情報]
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フィールド 説明

[タイプ] 証明書に割り当てられた証明書タイプを選択します。有効なタイプの
詳細については、40 ページの「認証証明書の追加」を参照してく
ださい。デフォルトは [いずれか] です。

[発⾏元名] 証明書の発⾏元の共通名を⼊⼒します。空⽩のままにした場合、
フィールドは使⽤されません。

[シリアル番号] 証明書に割り当てられたシリアル番号を⼊⼒します。空⽩のままにし
た場合、フィールドは使⽤されません。

[サブジェクト名] サブジェクトの共通名を⼊⼒します。空⽩のままにした場合、フィー
ルドは使⽤されません。

[有効開始⽇]

[範囲] 提⽰された選択肢から⽇付の範囲を選択します。デフォルトは [すべ
て] です。

[開始⽇] M/D/YYYY 形式を使⽤して開始⽇を⼊⼒します。形式が正しくない
場合は、枠が⾚に変わります。または、  をクリックします。

[終了⽇] M/D/YYYY 形式を使⽤して終了⽇を⼊⼒します。形式が正しくない
場合は、枠が⾚に変わります。または、  をクリックします。

[有効最終⽇]

[範囲] 提⽰された選択肢から⽇付の範囲を選択します。デフォルトは [すべ
て] です。

[開始⽇] M/D/YYYY 形式を使⽤して開始⽇を⼊⼒します。形式が正しくない
場合は、枠が⾚に変わります。または、  をクリックします。

[終了⽇] M/D/YYYY 形式を使⽤して終了⽇を⼊⼒します。形式が正しくない
場合は、枠が⾚に変わります。または、  をクリックします。

3. 検索条件を選択したら、[検索] をクリックします。

認証証明書の詳細情報の表⽰
認証証明書に関連する詳細情報を表⽰できます。
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認証証明書の詳細情報を表⽰するには

1. My webMethods で、[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [ユーザ管
理] > [認証] に移動します。

2. [認証] パネルに証明書が表⽰されていない場合は、[検索] パネルを使⽤して証明書を検索します。詳
細については、42 ページの「認証証明書の詳細情報の表⽰」を参照してください。

3. 証明書を⾒つけて、  をクリックします。

次の表に、各認証証明書で使⽤可能な詳細情報を⽰します。

証明書の詳細情報 説明

[タイプ] 証明書の追加時に割り当てられた認証タイプ。

[サブジェクト CN] 認証対象のホストの共通名。

[発⾏元 CN] 発⾏元の共通名。

[シリアル番号] 証明書に割り当てられたシリアル番号。

[有効開始⽇] 証明書が有効になる開始⽇。

[有効最終⽇] 証明書が有効である最終⽇。

[ユーザ] ユーザの名前。

4. 証明書のリストに戻るには、[閉じる] をクリックします。

認証証明書へのユーザの割り当て
認証証明書の 1 つのインスタンスに割り当てられるユーザは 1 ⼈だけです。ここでは、この⼿順を説明し
ます。同じ証明書を複数のユーザに割り当てるには、ユーザごとに、別個の証明書インスタンスを追加しま
す。証明書の追加⽅法の詳細については、40 ページの「認証証明書の追加」を参照してください。

ユーザを認証証明書に割り当てるには

1. My webMethods で、[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [ユーザ管
理] > [認証] に移動します。

2. [認証] パネルに証明書が表⽰されていない場合は、[検索] パネルを使⽤して証明書を検索します。詳
細については、41 ページの「認証証明書の検索」を参照してください。

3. 証明書を⾒つけて、  をクリックします。

4. [認証の編集] 領域で [設定] をクリックします。

5. [キーワード] フィールドにユーザ ID を⼊⼒し、[検索] をクリックし、[選択済み] ボックスにユーザ
を移動して、[適⽤] をクリックします。
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6. [閉じる] をクリックします。

認証証明書のユーザの変更
既存の認証証明書のユーザを別のユーザに変更できます。

認証証明書のユーザを変更するには

1. My webMethods で、[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [ユーザ管
理] > [認証] に移動します。

2. [認証] パネルに証明書が表⽰されていない場合は、[検索] パネルを使⽤して証明書を検索します。詳
細については、41 ページの「認証証明書の検索」を参照してください。

3. 証明書を⾒つけて、  をクリックします。

4. [認証の編集] 領域で [設定] をクリックします。

5. [キーワード] フィールドに新規ユーザのユーザ ID を⼊⼒して、[検索] をクリックし、[選択済み]
ボックスにユーザを移動して、[適⽤] をクリックします。

このアクションにより、以前のユーザが新規ユーザで置き換えられます。

6. [閉じる] をクリックします。

認証証明書からのユーザの削除
既存の認証証明書に割り当てられているユーザを削除できます。

認証証明書からユーザを削除するには

1. My webMethods で、[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [ユーザ管
理] > [認証] に移動します。

2. [認証] パネルに証明書が表⽰されていない場合は、[検索] パネルを使⽤して証明書を検索します。詳
細については、41 ページの「認証証明書の検索」を参照してください。

3. 証明書を⾒つけて、  をクリックします。

4. [認証の編集] 領域で [削除] をクリックします。

5. [閉じる] をクリックします。

認証証明書の削除
認証証明書に関連する詳細情報を表⽰できます。

認証証明書の詳細情報を表⽰するには

1. My webMethods で、[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [ユーザ管
理] > [認証] に移動します。

2. [認証] パネルに証明書が表⽰されていない場合は、[検索] パネルを使⽤して証明書を検索します。詳
細については、41 ページの「認証証明書の検索」を参照してください。
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3. 検索結果で、削除する証明書の横のチェックボックスをオンにして、[削除] をクリックします。
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Web サーバとの統合
My webMethods Server は、Microsoft Internet Information Server や Apache HTTP Server など
の主要な Web サーバに統合できます。分散展開シナリオで My webMethods Server をサードパーティ
Web サーバと統合するための基本メカニズムでは、Web サーバにインストールおよび設定された⼩さな
プラグインを使⽤する必要があります。このプラグインは、Web サーバから My webMethods Server に
HTTP 要求を転送します。

My webMethods Server には、HTTP と HTTPS の両⽅をサポートする組み込み Web サーバである
Jetty と統合されたサーブレットエンジンが⽤意されています。このため、独⽴した Web サーバ層は必ず
しも必要ではありません。

外部 Web サーバ (または Web サーバのクラスタ) と共に My webMethods Server を設定する理由はい
くつかあります。最も顕著な理由は、企業の IT ポリシーと⼿順に準拠するためです。My webMethods
Server は柔軟な展開モデルをサポートしており、外部 Web サーバ (または Web サーバのクラスタ) で
は、個別に負荷分散できる HTTP 要求をすべて処理することが可能です。

外部 Web サーバを統合して HTTP 要求を処理するには、外部 Web サーバマシンで Web サーバプラグイ
ンを設定する必要があります。Web サーバプラグインは、多くの実稼動品質の Web サーバ製品で広範に
使⽤されている Jakarta Web サーバのコードを利⽤します。

My webMethods Server および Apache
UNIX プラットフォームでは、Apache Software Foundation の Apache HTTP サーバとともに My
webMethods Server を使⽤することができます。Apache HTTP サーバを使⽤する場合は、次の外部参照
が役⽴つことがあります。

Apache mod_proxy_http モジュールを使⽤する⽅法の詳細については、次を参照してくださ
い。「http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_proxy_http.html」

Apache mod_proxy モジュールを使⽤する⽅法の詳細については、次を参照してくださ
い。「http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_proxy.html」

Apache mod_proxy_balancer モジュールを使⽤する⽅法の詳細については、次を参照してくださ
い。「http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_proxy_balancer.html」

My webMethods Server および IIS
Software AG では、My webMethods Server のインストールに Internet Information Services (IIS) コ
ンポーネントを含めておらず、My webMethods Server でも Web サーバとしての IIS の使⽤を明⽰的に
はサポートしていません。ただし、IIS を使⽤する場合は、次の外部参照が役⽴つことがあります。

IIS を逆プロキシとして使⽤する⽅法の⼀般情報およびディスカッション: 「http://www.iis.net/」

Apache Tomcat で IIS を使⽤する⽅法: 「http://tomcat.apache.org/connectors-doc/
webserver_howto/iis.html」

http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_proxy_http.html
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_proxy.html
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_proxy_balancer.html
http://www.iis.net/
http://tomcat.apache.org/connectors-doc/webserver_howto/iis.html
http://tomcat.apache.org/connectors-doc/webserver_howto/iis.html
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My webMethods Server の基本のコマンドライン構⽂
次の表では、My webMethods Server の基本のコマンドライン構⽂について説明します。

Windows の場合: mws.bat -option -option ...command parameter|-Dparameter=value

UNIX の場合: mws.sh -option -option ...command parameter|-Dparameter=value

-parameter  はネイティブコマンドパラメータ、-Dparameter  は Java システムパラメータを⽰します。

コマンドには、スペースで区切って複数のオプションと複数のパラメータを指定できます。

Java システムパラメータを受け⼊れないコマンドの場合は、custom_wrapper.conf ファイルで追加の
Java プロパティとしてパラメータを指定します。

各コマンドでサポートされているパラメータの詳細については、そのコマンドの「パラメータ」セクション
を参照してください。

My webMethods Server コマンドのオプション
My webMethods Server のコマンドラインインタフェースでは以下のオプションがサポートされています
が、My webMethods Server の各コマンドは、そのコマンドの「オプション」セクションに⼀覧されてい
るオプションのみを受け⼊れます。次の表に使⽤可能なコマンドラインのオプションを⽰します。

オプション 説明

-p プラットフォームのインストールディレクトリへの完全パス。デフォルト
は Software AG_directory です。

-d | debug サーバをデバッグモードで起動します。Java デバッグリスナーがポート
10033 で開き、DEBUG ステートメントがコンソールウィンドウに表⽰さ
れます。

-n クラスタ化環境で、サーバインスタンスに割り当てられたノード名。サー
バがスタンドアロンで稼動している場合は不要です。

-s サーバインスタンスの名前。デフォルトのサーバを制御する場合は不要で
す。デフォルト値は default です。

-w コマンドを実⾏するまで待機する期間 (秒)。

My webMethods Server コマンドの実⾏
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My webMethods Server コマンドラインユーティリティを使⽤して、基本的な管理および設定操作を実⾏
できます。たとえば、コマンドラインからサーバを起動すると、デバッグモードを使⽤して、サーバのアク
ティビティを記録したり表⽰したりできるようになります。

My webMethods Server コマンドを実⾏するには

1. コマンドラインプロンプトで、My webMethods Serverbin ディレクトリに移動します。
Software AG_directory \MWS\bin

2. コマンドを実⾏するには、必要なオプションやパラメータとともに My webMethods Server コマン
ドを⼊⼒し、Enter キーを押します。

例
mws new -Dserver.name=testInstance -Dhttp.port=8586 -Ddb.type=sqlserver 
-Ddb.url=jdbc:wm:sqlserver://dbserver:1433;databaseName=WMDB 
-Ddb.username=sa -Ddb.password=manage

このコマンドの例では、ポート 8586 でアクセス可能な testInstance という名前の新しい My
webMethods Server インスタンスが作成されます。新しいサーバインスタンスは、マシン dbserver の
ポート 1433 にインストールされ、WMDB という名前の SQL Server データベースを使⽤します。データ
ベースに接続するユーザ名は sa、パスワードは manage です。

コマンドラインヘルプへのアクセス
My webMethods Server のコマンドラインユーティリティは、help コマンドを使⽤して、コマンドプロ
ンプトでアクセス可能なコマンドラインヘルプを提供します。help コマンドはオプションやパラメータを
使⽤しません。

コマンドラインヘルプコンテンツへアクセスするには

1. コマンドプロンプトで、次のコマンドを⼊⼒して My webMethods Server の bin ディレクトリに移
動します。
cd Software AG_directory \MWS\bin

2. 以下のコマンドを⼊⼒します。
mws help

My webMethods Serverインスタンスの管理コマンド
以下のコマンドを使⽤して、My webMethods Server インスタンスの管理操作を⾏います。

new
新規のサーバインスタンスを作成します。次の形式で、コマンドパラメータとしてインスタンスの詳細を指
定します: -Dparameter=value

オプション
new コマンドはオプションを使⽤しません。
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パラメータ

パラメータ 説明

server.name オプション。サーバインスタンスの名前。マシン上のサーバイン
スタンス間で⼀意の名前を指定します。値を指定しない場合、イ
ンスタンス名は default になります。

http.port オプション。サーバインスタンスが受信待機するポート番号。
マシン上のサーバインスタンス間で⼀意のポート番号を指定しま
す。デフォルトのポート番号は 8585 です。

install.service オプション。My webMethods Server の新規インスタンスをア
プリケーションとしてインストールするか、サービスとしてイン
ストールするかを指定します。有効な値は次のとおりです。

true - サービスとしてインストールします。

false - デフォルトの値です。アプリケーションとしてインス
トールします。

node.name オプション。サーバインスタンスをホストするクラスタノードの
名前。名前を指定しない場合、デフォルト値は master になりま
す。

db.type 必須。サーバインスタンスが使⽤するデータベースのタイプ。有
効な値は次のとおりです。

ms - Microsoft SQL Server

oracle: Oracle

db2: DB2

mysqlee - MySQL Enterprise Edition

mysqlce - MySQL Community Edition

postgresql - PostgreSQL

db.url 必須。データベースのタイプおよびドライバに基づく、データ
ベース接続 URL。

UNIX システムでは、データベース接続 URL のすべてのセミコ
ロン⽂字をバックスラッシュでエスケープするか、データベース
URL パラメータの全体を次のように⼆重引⽤符で囲む必要があ
ります。

"-Ddb.url=jdbc:wm:database ://
host:port ;databaseName=name "
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パラメータ 説明

db.driver オプション。My webMethods Server データベースへの接続に
使⽤する JDBC ドライバのクラス名。Software AG が提供する
ものとは異なる JDBC ドライバを使⽤する場合は、このフィー
ルドは必須です。

db.username すべての外部データベースに必須。My webMethods Server
データベースに割り当てられたユーザ名。

db.password すべての外部データベースに必須。My webMethods Server
データベースユーザのパスワード。

jndiProviderUrl 必須。JMS プロバイダとして使⽤する Universal Messaging
サーバの URL。JNDI プロバイダ URL を指定しない場合、ある
いは Universal Messaging サーバが使⽤できない場合は、My
webMethods Server インスタンスが保守モードで起動します。

https.port オプション。HTTPS リスナポート。値 0 を指定すると、リス
ナーが無効になります。

debug.port オプション。Java デバッグポート。デフォルトのポート番号は
10033 です。

jmx.port オプション。新規サーバインスタンスの JMX ポート。デフォル
トのポート番号は 5002 です。

http.proxy.host オプション。プロキシホスト名。

http.proxy.port オプション。プロキシポート番号。

http.proxy.user オプション。プロキシユーザ名。

http.proxy.password オプション。プロキシのパスワード。

components.include オプション。新規サーバインスタンスに含める Software
AG_directory \MWS\components ディレクトリ内のコンポー
ネント。

components.exclude オプション。新規サーバインスタンスから除外する Software
AG_directory \MWS\components ディレクトリ内のコンポー
ネント。
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パラメータ 説明

components.overwrite オプション。Software AG_directory \MWS\components
ディレクトリ内のコンポーネントファイルより古い Software
AG_directory \MWS\server\serverName\deploy ディレクト
リ内のコンポーネントファイルを上書きするかどうかを指定しま
す。有効な値は次のとおりです。

true - \deploy ディレクトリ内のコンポーネントファイルを上
書きします。

false - デフォルトの値です。\deploy ディレクトリ内のコン
ポーネントファイルを上書きしません。

使⽤上の注意
新規サーバインスタンスを作成する前に、『Installing Software AG Products』の説明に従
い、Database Component Configurator を使⽤して、インスタンス⽤に独⾃のデータベースまたは
テーブルスペースを作成してください。My webMethods Server クラスタにノードを作成する場合は
必要ありません。

新規サーバインスタンスの作成後に、init コマンドを使⽤してインスタンスを初期化してください。
新規 My webMethods Server インスタンスの最初の初期化は、完了するまで数分かかります。最初
に初期化が⾏われた後、サーバは⾃動的にシャットダウンします。

例
サーバ db_server にインストールされた外部 MS SQL Server データベース my_wm_msql を使⽤し、
ポート 8090 で稼働する test という名前の新規インスタンスを作成する場合、次のように指定しま
す。

> mws new -Dserver.name=test -Dhttp.port=8090 
-Ddb.type=ms -Ddb.url=jdbc:wm:sqlserver://db_server:1433; 
DatabaseName=my_wm_msql;SelectMethod=direct;MaxPooledStatements=100 
-Ddb.username=mws_user -Ddb.password=password 
[Configuration output displayed in console window....] 
> mws -s test run

My webMethods Serverは、ユーザ名 mws_user、パスワード password を使⽤してデータベースに接
続します。

init
My webMethods Server を起動し、My webMethods Server データベースを初期化してから、サーバを
停⽌します。My webMethods Server インスタンスの作成または更新後にこのコマンドを使⽤します。

オプション
-p

-s

-d
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-n

パラメータ
次の形式で Java システムプロパティをパラメータとして受け⼊れます。

-Dany.java.system.property =value

update
クラスパスを更新し、新規または更新済みコンポーネントを展開します。

オプション
-p

-s

-w

パラメータ

パラメータ 説明

node.name オプション。My webMethods Server インスタンスをホストする
クラスタノードの新しい名前を指定します。

db.type オプション。サーバインスタンスが使⽤するデータベースのタイ
プ。有効な値は次のとおりです。

ms - Microsoft SQL Server

oracle: Oracle

db2: DB2

mysqlee - MySQL Enterprise Edition

mysqlce - MySQL Community Edition

db.url オプション。データベース接続 URL。UNIX システムでは、デー
タベース URL パラメータを次のように⼆重引⽤符で囲む必要があ
ります。

"-Ddb.url=jdbc:wm:database ://
host:port ;databaseName=name "

db.driver オプション。データベースへの接続時に使⽤する JDBC ドライバ
のクラス名。Software AG が提供するものとは異なる JDBC ドラ
イバを使⽤する場合に必須です。
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パラメータ 説明

db.user すべての外部データベースに必須。データベースユーザのユーザ
名。

db.password すべての外部データベースに必須。データベースユーザのパスワー
ド。

components.overwrite オプション。Software AG_directory\MWS\components
ディレクトリ内のコンポーネントファイルより古い Software
AG_directory\MWS\server\serverName \deploy ディレクト
リ内のコンポーネントファイルを上書きするかどうかを指定しま
す。有効な値は次のとおりです。

true - サーバの deploy ディレクトリ内のコンポーネントファイ
ルを上書きします。

false - deploy ディレクトリ内のコンポーネントファイルを上書
きしません。これがデフォルト値です。

dont.update.classpath オプション。⽣成された My webMethods Server クラスパスを
更新するかどうかを指定します。有効な値は次のとおりです。

true - サーバクラスパスを更新しません。

false - サーバクラスパスを更新します。これがデフォルト値で
す。

delete
既存の My webMethods Server インスタンスを削除します。

オプション
-p

-s

-w

パラメータ
delete コマンドはパラメータを使⽤しません。

使⽤上の注意
delete コマンドは、インスタンスを削除する前に確認のプロンプトを表⽰しません。このコマンドを使⽤
する場合は⼗分に注意してください。
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My webMethods Serverインスタンスの操作コマンド
以下のコマンドを使⽤して、My webMethods Server インスタンス管理操作を⾏います。

run
同じコンソールウィンドウでサーバを起動します。

オプション
-p

-s

-n

-d

パラメータ
stop コマンドは、次の形式で Java システムプロパティをパラメータとして受け⼊れます。

-Dany.java.system.property =value

start
新規のコンソールウィンドウでサーバを起動します。UNIX ベースのオペレーティングシステムの場合、プ
ロセスがバックグラウンド実⾏モードで開始されます。

オプション
-p

-s

-n

-d

-w

パラメータ
stop コマンドは、次の形式で Java システムプロパティをパラメータとして受け⼊れます。

-Dany.java.system.property =value

restart
稼動中のサーバを停⽌してから、再び起動します。

オプション
-p
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-s

-n

-d

-w

パラメータ
stop コマンドは、次の形式で Java システムプロパティをパラメータとして受け⼊れます。

-Dany.java.system.property =value

stop
実⾏中のサーバを停⽌します。

オプション
-p

-s

-n

-w

パラメータ
stop コマンドは、次の形式で Java システムプロパティをパラメータとして受け⼊れます。

-Dany.java.system.property =value

ping
実⾏中のサーバインスタンスに関する情報 (たとえば、サーバポート、役割、フロントエンド URL、初期
化時間など) を返します。サーバが停⽌すると、Portal ping failed. と返します。ping コマンドを実⾏す
るには認証が必要です。

オプション
-s

-n

-w

パラメータ

パラメータ 説明

mws_username 必須。コマンドの実⾏を認証する My webMethods Server 管理
ユーザのユーザ名です。
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パラメータ 説明

mws_password 必須。コマンドの実⾏を認証する My webMethods Server 管理
ユーザのパスワードです。

例
ユーザ名 Administrator、パスワード manage を使⽤する、test という名前のサーバインスタンスに ping
を実⾏するには、次のように指定します。

mws -s test ping Administrator manage

updatesinfo
My webMethods Server にインストールされた修正、My webMethods Server Common Library、イン
ストール済みの webMethods アプリケーションのユーザインタフェースに関する情報を表⽰します。

オプション
-s

-n

パラメータ
updatesinfo コマンドはパラメータを使⽤しません。

My webMethods Serverインスタンスの設定コマンド
以下のコマンドを使⽤して、My webMethods Server インスタンス設定操作を⾏います。

getconfig
My webMethods Server データベースから設定ファイルをダウンロードします。以下のように、設定ファ
イルの名前をコマンドのパラメータとして指定します。

mws getconfig fileName

My webMethods Server データベースに格納されている設定ファイルのリストおよび詳細について
は、75 ページの「データベースに保存された設定ファイルの変更」を参照してください。

putconfig
My webMethods Server データベースに設定ファイルをアップロードします。以下のように、設定ファイ
ルの名前をコマンドのパラメータとして指定します。

mws getconfig fileName

My webMethods Server データベースに格納されている設定ファイルのリストおよび詳細について
は、75 ページの「データベースに保存された設定ファイルの変更」を参照してください。
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export
マイグレーション⽤に My webMethods Server ランタイムデータをエクスポートします。

オプション
-s

パラメータ

パラメータ 説明

descriptor_filefull_path 必須。マイグレーションデータのエクスポートに使⽤する記述⼦
ファイルへの完全パス。

target_folder 必須。ランタイムデータのエクスポートに使⽤するフォルダへの完
全パス。

mws_username 必須。コマンドの実⾏を認証する My webMethods Server 管理
ユーザのユーザ名です。

mws_password 必須。コマンドの実⾏を認証する My webMethods Server 管理
ユーザのパスワードです。

import
既存の My webMethods Server インストールからランタイムデータをインポートします。

オプション
-s

パラメータ

パラメータ 説明

info_properties_filefull_path必須。インポートする .properties ファイルへの完全パス。

mws_username 必須。コマンドの実⾏を認証する My webMethods Server 管理
ユーザのユーザ名です。

mws_password 必須。コマンドの実⾏を認証する My webMethods Server 管理
ユーザのパスワードです。
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My webMethods Server サービスの管理コマンド
Windows サービスや UNIX デーモンとして My webMethods Server をインストールまたは使⽤する場
合に、サーバインスタンスを管理または操作するには、以下のコマンドを使⽤します。

installservice
installservice コマンドは、Windows のサービスまたは UNIX システムのデーモンとしてMy
webMethods Server を登録します。

オプション
-p

-s

-n

-d

パラメータ
Windows システムでは、installservice コマンドは次の形式で Java システムプロパティをパラメータと
して受け⼊れます。

-Dany.java.system.property =value

UNIX システムでは、サービスをインストールするユーザのユーザ名を指定する必要があります。

uninstallservice
uninstallservice コマンドは、Windows サービスまたは UNIX デーモンとして My webMethods
Server を登録解除します。

オプション
-p

-s

パラメータ
コマンドは追加のパラメータを受け⼊れません。

startservice
Windows にのみ適⽤されます。startservice は、Windows サービスとしてインストールされた My
webMethods Server インスタンスを起動します。

オプション
-p



M
Even Header

コマンドラインからの My webMethods Server の実⾏

My webMethods Server 管理者ガイド バージョン 10.4 62

-s

パラメータ
startservice コマンドはパラメータを使⽤しません。

stopservice
Windows にのみ適⽤されます。Windows サービスとしてインストールされた My webMethods Server
インスタンスを停⽌します。

オプション
-p

-s

パラメータ
stopservice コマンドはパラメータを使⽤しません。

restartservice
Windows にのみ適⽤されます。Windows サービスとしてインストールされた My webMethods Server
インスタンスを停⽌してから起動します。

オプション
-p

-s

パラメータ
restartservice コマンドはパラメータを使⽤しません。

My webMethods Server OSGi プロファイルコマンド
以下のコマンドを使⽤して、My webMethods Server インスタンスの OSGi プロファイルの管理を⾏いま
す。

create-osgi-profile
My webMethods Server バンドルを使⽤して、指定されたサーバインスタンスに対して、OSGi プロファ
イルを作成します。プロファイル名は、サーバインスタンスの名前の前に MWS_ が付加されたものになりま
す。

オプション
-p
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-s

パラメータ
create-osgi-profile コマンドはパラメータを使⽤しません。

使⽤上の注意
破損したプロファイルを削除または廃⽌した場合は、create-osgi-profile コマンドを使⽤して、サーバイ
ンスタンス⽤に新しい OSGi プロファイルを作成します。

update-osgi-profile
指定されたサーバインスタンスの OSGi プロファイルを更新します。サーバ名、サービス
名、JAVA_HOME 変数をリセットして、サーバインスタンスに関連付けられた OSGi バンドルを更新しま
す。

オプション
-p

-s

パラメータ
update-osgi-profile コマンドはパラメータを使⽤しません。

使⽤上の注意
サーバインスタンスの設定を変更する場合、または新しい webMethods アプリケーションをインス
トールして既存のサーバインスタンス上で実⾏する場合は、update-osgi-profile コマンドを使⽤しま
す。

OSGi プロファイルを更新する前に、custom_wrapper.conf 設定ファイルのバックアップコピーを作
成します。

deprecate-osgi-profile
指定されたサーバインスタンスの OSGi プロファイルの名前を変更して、⽇時のタイムスタンプを追加
し、プロファイルをアーカイブを⾏います。これは、OSGi プロファイルを更新し、バックアップコピーを
保存するのと同じ操作になります。

オプション
-p

-s

パラメータ
deprecate-osgi-profile コマンドはパラメータを使⽤しません。
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使⽤上の注意
OSGi プロファイルを廃⽌する場合、プロファイルの名前を変更して、サーバインスタンスとの関連付けが
解除されるようにします。名前を変更すると、create-osgi-profile コマンドを使⽤して、新しいプロファ
イルを作成できます。

delete-osgi-profile
指定されたサーバインスタンスの OSGi プロファイルを削除します。

オプション
-p

-s

パラメータ
delete-osgi-profile コマンドはパラメータを使⽤しません。

使⽤上の注意
インスタンスの新しいプロファイルを作成する前に、delete-osgi-profile コマンドを使⽤して破損し
た OSGi プロファイルを削除します。

OSGi プロファイルを削除する前に、custom_wrapper.conf 設定ファイルのバックアップコピーを作
成します。

例
mws -s testInstance  delete-osgi-profile
...
[Returns confirmation]
mws -s testInstance  create-osgi-profile
...
[Returns confirmation]

このコマンドラインの例では、testInstance  という名前の My webMethods Server インスタンスの
OSGi プロファイルを削除してから再作成しています。

複数のサーバインスタンスでの My webMethods Server コマ
ンドの開始、停⽌および実⾏
すべてのサーバインスタンスで⼀度に My webMethods Server コマンドを開始、停⽌または実⾏する場
合、マシンにインストールされているすべてのサーバインスタンスに関連付けられているコマンドがありま
す。

すべてのサーバインスタンスでコマンドを開始、停⽌または実⾏するには

1. コマンドラインプロンプトで、次のコマンドを⼊⼒してコマンドのホームディレクトリに移動します。
cd Software AG_directory \MWS\bin
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2. 以下のコマンドのいずれかを⼊⼒します。

⽬的 オペレーティングシステム コマンド

Windows mwsall.batすべてのサーバインスタンスでコマンドを実
⾏する。次のコマンドはサポートされていませ
ん。

run

new

ant

UNIX mwsall.sh

Windows startall.batすべてのサーバインスタンスを開始する。サー
バインスタンスは、アルファベット順に開始
されます。Windows オペレーティングシステ
ムの場合、登録済みのサービスがある場合には
サーバインスタンスをサービスとして開始し、
登録済みのサービスがない場合にはインスタン
スをプロセスとして開始します。UNIX ベース
のオペレーティングシステムの場合、インスタ
ンスをプロセスとしてのみ開始します。

UNIX startall.sh

Windows stopall.batサーバインスタンスを停⽌する。コマンド
は、すべてのサーバインスタンスに mws.{bat|
sh} stop を呼び出します。 UNIX stopall.sh

mws コマンドのログファイル
コマンドラインから mws コマンドを発⾏するたびに、コンソールに書き込まれる情報のログファイル
が、My webMethods Server により作成されます。コマンド名は、次の形式で使⽤されます。

command-name _server-name .log

ここで、

command-name  is the name of the mws command.

server-name  は、コマンドの影響を受けるサーバインスタンスの名前です。

たとえば、次のコマンドを発⾏した場合:

mws -s alpha create-osgi-profile

⽣成されるログファイルは、create-osgi-profile_alpha.log という名前になります。

ログファイルは次の場所に書き込まれます。

Software AG_directory\MWS\bin
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mws コマンドを発⾏し、そのコマンドのログファイルが既に存在していた場合、既存のログファイルは My
webMethods Server により完全に上書きされます。古いログファイルを残す場合は、コマンドを再発⾏す
る前にバックアップコピーを作成してください。

mws コマンドが正常に終了しなかった場合、次の終了コードを検索すると、該当ログファイルをすばやく確
認できます。

ExitCode: 13

このコードの後に続く、不明な要件 (不明なバンドルまたは機能 ID など) を確認する必要があります。失
敗の明確な理由が確認 できない場合、Software AG Global Support が解析できるように、ログファイル
の コピーを⽤意して ください。



M
Odd Header
設定ファイルの変更

My webMethods Server 管理者ガイド バージョン 10.4 67
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Java サービスラッパー
My webMethods Server は Software AG Common Platform で実⾏され、これは Java 仮想マシン
(JVM) で実⾏されます。Java Service Wrapper は、Tanuki Software, Ltd. によって開発されたアプリ
ケーションです。これは、My webMethods Server を実⾏する JVM を起動するユーティリティプログラ
ムです。

JVM の起動に加えて、Java Service Wrapperには JVM の監視機能、コンソール出⼒のログ機能、および
スレッドダンプの⽣成機能が備わっています。Java Service Wrapper の詳細については、『Software AG
Infrastructure Administrator's Guide』を参照してください。

Java サービスラッパー設定ファイル
My webMethods Server の場合、Java Service Wrapper の設定ファイルは、次のディレクトリにありま
す。

Software AG_directory\profiles\MWS_serverName \configuration

My webMethods Server の起動時に、ラッパー設定ファイルのプロパティにより、JVM の設定と Java
Service Wrapperのログ機能および監視機能の動作が決定されます。

次の表では、各ファイルに含まれるプロパティについて説明します。

ファイル名 説明

wrapper.conf My webMethods Server によってインストールされたプロパティ設
定を含みます。

Software AG に依頼された場合を除いて、このファイルの内容を変
更しないでください。

custom_wrapper.conf wrapper.conf 内のインストール済み設定を変更するプロパティを含
みます。

Java Service Wrapperのプロパティ設定を変更する必要がある場
合、このファイル内で変更を⾏います。

wrapper.conf.template My webMethods Server が更新またはアップグレードされるときに
wrapper.conf ファイルに適⽤される設定が含まれます。このファイ
ルは変更しないでください。

このファイルは以下の場所にあります。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \config\

JVM 設定
Java Service Wrapperが JVM を起動するとき、特に、Java ヒープのサイズおよびクラスパス内のディレ
クトリを指定する設定を提供します。
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JVM 設定プロパティ
Java Service Wrapper設定ファイル内の wrapper.java プロパティは、My webMethods Server を実⾏す
る JVM の設定を決定します。

My webMethods Server がインストールする JVM プロパティ設定は、多くの環境に適しています。ただ
し、インストール済みの設定が環境の要件を満たしていない場合、これらのプロパティを変更できます。⼿
順とのその他の情報については、71 ページの「My webMethods Server の JVM 設定」を参照してく
ださい。

ラッパーログ
252 ページの「サーバのログの制御」で説明しているように、My webMethods Server には独⾃の
ログ記録メカニズムがあります。また、Java Service Wrapperは、コンソール出⼒をログファイルに記
録します。ログには、ラッパー⾃体からコンソールに送信された出⼒と、My webMethods Server を
実⾏する JVM から送信された出⼒が含まれます。ラッパーログは、特に Windows サービスとして My
webMethods Server を実⾏するときに役⽴ちます。これは、通常、コンソール出⼒がこのモードでは使⽤
できないからです。

My webMethods Server の Java Service Wrapperログは、次のファイルに記録されます。

Software AG_directory\profiles\MWS_serverName \logs\wrapper.log

ログを表⽰するには、テキストエディタでログファイルを開きます。

ログプロパティ
ラッパー設定ファイル内の wrapper.console および wrapper.log プロパティにより、ラッパーログの内
容、形式、および動作が決定されます。

My webMethods Server がインストールするログ設定は、多くの環境に適しています。ただし、インス
トール済みの設定が環境の要件を満たしていない場合、以下のプロパティを変更できます。⼿順とのその他
の情報については、Software AG Infrastructure Administrator's Guideを参照してください。

次の表に使⽤可能なログプロパティを⽰します。

プロパティ 値

wrapper.logfile.maxsize ログファイルの最⼤サイズです。

wrapper.logfile.maxfiles 古いログの保管数です。

障害の監視
Java Service Wrapperは、特定の状態に関して JVM を監視し、これらの状態を検出した時点で、JVM を
再起動したり、その他のアクションを実⾏したりできます。

次の表では、My webMethods Server で使⽤したり、ユーザが設定したりできる障害監視機能について説
明しています。
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機能 有効であるか ユーザ設定の可否

JVM タイムアウト はい [Yes]71 ページの「My webMethods Server の設
定」で wrapper.ping プロパティを参照してください。

デッドロック検出 いいえ [Yes]72 ページの「ラッパー JVM チェックの設
定」で wrapper.check.deadlock プロパティを参照してく
ださい。

コンソールフィルタリ
ング

はい [Yes]70 ページの「コンソールフィルタリングプロパ
ティ」を参照してください。

障害監視のオプションについては、『Software AG Infrastructure Administrator's Guide』を参照してく
ださい。

コンソールフィルタリングプロパティ
ラッパー設定ファイル内の wrapper.filter プロパティは、ラッパーが特定のメッセージに関してコンソー
ルを監視するかどうかを決定します。My webMethods Server は、特定のメッセージに関してコンソール
を監視する定義済みフィルタをインストールします。インストール済みフィルタについては、73 ページ
の「JVM メモリ不⾜チェックの設定」を参照してください。

以下のプロパティを使⽤して、Java Service Wrapperにその他のフィルタを追加できます。⼿順とのその
他の情報については、Software AG Infrastructure Administrator's Guideを参照してください。

次の表に、コンソールフィルタリングを設定するカスタム JMS プロパティを⽰します。

プロパティ 値

wrapper.filter.trigger.n コンソール出⼒で検出したいテキストストリン
グ。

wrapper.filter.action.n Java Service Wrapperがテキストストリングを
検出した場合に実⾏されるアクション。

wrapper.filter.allow_wildcards.n wrapper.filter.trigger.n  に⽰されるワイル
ドカード⽂字を Java Service Wrapper で処理
するかどうかを指定するフラグ (TRUE または
FALSE)。

wrapper.filter.message.n Java Service Wrapperがテキストストリングを
検出した場合に表⽰されるメッセージ。

スレッドダンプの⽣成
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Windows サービスとして My webMethods Server を実⾏している場合、Java Service Wrapperはス
レッドダンプを⽣成するためのユーティリティを提供します。スレッドダンプは、スレッドのブロックまた
はデッドロックを引き起こす可能性のある、スレッドの競合の問題を⾒つけるのに役⽴ちます。

Java ラッパーサービスを使⽤してスレッドダンプを⽣成する⽅法については、『Software AG
Infrastructure Administrator's Guide』を参照してください。

My webMethods Server の JVM 設定
custom_wrapper.conf ファイルで My webMethods Server インスタンスの JVM 設定を変更できます。

JVM 設定を変更するには

1. テキストエディタで、サーバインスタンスの custom_wrapper.conf ファイルを開きます。ファイル
は次の場所にあります。

Software AG_directory\profiles\MWS_serverName \configuration\

2. 必要に応じてステートメントを追加または変更し、ファイルを保存します。

3. My webMethods Server を再起動します。

My webMethods Server の設定
custom_wrapper.conf ファイルを使⽤して、My webMethods Server インスタンスの ping タイムアウ
トを設定できます。次の表に、custom_wrapper.conf ファイルに追加するカスタム JVM プロパティを⽰
します。

パラメータ 説明

wrapper.ping.timeout=value 整数。JVM からの ping 応答間
の待機時間 (秒)。デフォルト値
は 120 です。「0」に設定した場
合は、ラッパーはタイムアウトし
ませんが、サーバが⼀時停⽌して
いるかどうかを⽰す実際のインジ
ケータも存在しなくなります。

初期メモリ制限および最⼤メモリ制限の設定
起動時に JVM によって割り当てられるメモリの初期量および最⼤量を設定できます。次の表に、Java
サービスラッパーのデフォルトで設定されている初期メモリ制限および最⼤メモリ制限を⽰します。

パラメータ 値 (MB 単位)

wrapper.java.initmemory= 128
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パラメータ 値 (MB 単位)

wrapper.java.maxmemory= 1024

JVM ⾃体に設定されているデフォルト値を使⽤するには、custom_wrapper.conf ファイルのプロパティ
にゼロ (0) を指定します。次に例を⽰します。

wrapper.java.maxmemory=0

メモ: wrapper.java.initmemory メモリプロパティの値を指定する場合は、wrapper.java.maxmemory プロパ
ティの値よりも⼩さくなるようにしてください。

UNIX で最⼤メモリ制限を増やすには
UNIX または Linux システムでは、My webMethods Server による初期化が失敗した場合、使⽤可能な最
⼤メモリ量または最⼤オープンファイル制限を増やす必要がある場合があります。これは、複数の⾔語パッ
クをインストールしている場合や、複数の webMethods コンポーネントがサーバにインストールされてい
る場合に必要になる可能性があります。

custom_wrapper.conf ファイルで、最⼤メモリ制限を MB 単位で指定します。たとえば、使⽤可能な最⼤
メモリを倍にするには、次の値を変更します。

wrapper.java.maxmemory=1024

次のように変更します。

wrapper.java.maxmemory=2048

各 UNIX プラットフォームには、オープンファイル制限を設定する独⾃の⽅法があります。次に、Linux
で最⼤オープンファイル制限パラメータを増やす⽅法の例を⽰します。

ulimit -c unlimited ulimit -n 8192

Linux またはその他の UNIX プラットフォームでこれらの変更を⾏う場合は、管理者に問い合わせてくだ
さい。

この custom_wrapper.conf の編集の詳細については、71 ページの「My webMethods Server の JVM
設定」を参照してください。

ラッパー JVM チェックの設定
Java Service Wrapperでは、JVM 内のデッドロックスレッドまたはメモリ不⾜状態の内部検出を実⾏でき
ます。デフォルトでは、デッドロック検出は My webMethods Server サービス内で無効になっているた
め、この機能を使⽤する場合は、custom_wrapper.conf ファイルで⼿動で有効にする必要があります。

次の表では、JVM チェックを設定する追加パラメータについて説明します。

パラメータ 説明

wrapper.check. deadlock=true|false ブーリアン型。JVM デッドロックチェック
を有効または無効にします。デフォルト値
は FALSE で、デッドロックチェックは無効
になっています。
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パラメータ 説明

wrapper.check.deadlock.

interval=interval

整数。デッドロックの検出間隔 (秒単位)。
デフォルト値は 60 です。

wrapper.check.deadlock. action=action ⽂字列。デッドロックが発⽣したときに実
⾏するアクション。デフォルト値は RESTART
です。

wrapper.check.deadlock. output=output ⽂字列。ラッパーの出⼒。有効な値は次の
とおりです。

FULL

SIMPLE

NONE

デフォルト値は FULL です。

JVM メモリ不⾜チェックの設定
JVM のコンソール出⼒をフィルタ処理することで、メモリ不⾜状態を制御および解決するプロパティを設
定できます。これらのプロパティでは以下の構⽂が使⽤されます。

wrapper.filter.element .<n> =parameter

n  の数は、1 から始めて、連続するエレメントごとに 1 ずつ増やします。追加パラメータのチェーン
は、1 から始めて連続している必要があります。ただし、wrapper.ignore_sequence_gaps プロパティを有
効にした場合は、シーケンスが破壊される可能性があります。

次の表に、使⽤可能なパラメータ、推奨値および対応する説明を⽰します。

パラメータ 推奨値 説明

wrapper.filter. trigger.n= java.lang.OutOfMemory

Error

JVM のコンソール出⼒での、
メモリ不⾜状態のクエリーを
有効にします。

wrapper.filter. action.n= RESTART 設定済みフィルタに⼀致 (メ
モリ不⾜状態が発⽣) した場
合のアクションを制御しま
す。

wrapper.filter. message.n= The JVM has run out of

memory.

フィルタに⼀致 (メモリ不⾜
状態が発⽣) した場合に表⽰
されるメッセージを制御しま
す。
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追加の JVM パラメータ
⼀部のパラメータは、My webMethods Server ではなく JVM ⾃体に関連しています。My webMethods
Server の custom_wrapper.conf ファイルにカスタムの JVM パラメータを設定するには、次の構⽂を使
⽤します。

wrapper.java.additional.n =parameter

n  の数は、1 から始めて、追加のエレメントごとに 1 ずつ増やします。追加パラメータのチェーンは、1
から始めて連続している必要があります。次に例を⽰します。

# Java Additional Parameters 
wrapper.java.additional.1=-Dosgi.install.area="%OSGI_INSTALL_AREA%" 
wrapper.java.additional.2=-Declipse.ignoreApp=true 
wrapper.java.additional.3=-Dosgi.noShutdown=true

次の表に、JVM 設定のカスタマイズで使⽤可能な追加パラメータの⼀部を⽰します。

パラメータ 説明

wrapper.java.additional.n=-DproxySet=true グラフィカルユーザイン
タフェースウィンドウを
使⽤せずにプログラムを
開始します。

wrapper.java.additional.n=-Dhttp.proxyHost=host_name プロキシサーバのホスト
名。

wrapper.java.additional.n=-Dhttp.proxyPort=port_number プロキシサーバのポート
番号。

wrapper.java.additional.n=-Dhttp.proxyUser=user_name 認証に使⽤されるユーザ
名。

wrapper.java.additional.n=-Dhttp.proxyPassword=password 認証に使⽤されるパス
ワード。

wrapper.java.additional.n=-Dhttp.nonProxyHosts=bypass_hosts プロキシをバイパスして
直接到達する必要がある
ホストのリスト。エント
リは、垂直バー ( | ) に
よって区切られます。

Axis HTTP クライアントの設定
My webMethods Server のポートレットから Integration Server の Web サービスに対して複数の同時
SOAP 要求を⾏うと、応答時間が⻑くなるか、要求がタイムアウトになる場合があります。このような場
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合は、custom_wrapper.conf ファイルに追加パラメータを含めることにより、My webMethods Server
の組み込み Axis クライアントの接続設定を変更できます。

次の表に、My webMethods Server の Axis クライアントを設定するのに使⽤するカスタム JVM パラ
メータを⽰します。

パラメータ 説明

axisclient.DefaultMaxConnections

PerHost

ホスト上のサービスへの同時接続の最⼤数。

デフォルト値は 10 です。

axisclient.MaxTotalConnections 単⼀のクライアントインスタンスのアクティ
ブな接続の最⼤数。

デフォルト値は 100 です。

custom_wrapper.conf ファイルの変更の詳細については、68 ページの「Java サービスラッパー」を
参照してください。

データベースに保存された設定ファイルの変更
デフォルトでは、ほとんどのサーバ設定は、ローカルファイルシステムではなく My webMethods Server
データベースに保存されます。My webMethods Server 設定ファイルを編集するには、mws getconfig コ
マンドを使⽤して、データベースからファイルをダウンロードする必要があります。設定ファイルを変更す
る場合、My webMethods Server インスタンスを実⾏していても、停⽌していても問題はありませんが、
データベースは実⾏している必要があります。

変更できる設定ファイルの詳細については、76 ページの「データベースに保存された設定ファイル」を
参照してください。

My webMethods Server の設定ファイルを編集するには

1. コマンドラインプロンプトで、次のコマンドを⼊⼒してサーバの bin ディレクトリに移動します。
cd Software AG_directory \MWS\bin

2. My webMethods Server データベースから設定ファイルを抽出するには、次のコマンドを⼊⼒しま
す。
mws getconfig fileName

fileName  は編集する設定ファイルの名前です。

次に例を⽰します。

mws getconfig cluster.xml
mws getconfig logging.properties

3. ダウンロードして設定ファイルをテキストエディタで開き、必要に応じて変更します。

ファイルは次の場所にあります。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \config
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4. 変更したファイルを My webMethods Server データベースに展開するには、次のコマンドを⼊⼒し
ます。
mws putconfig fileName

5. \serverName \config ディレクトリからファイルを削除します。

ファイルを削除しないと、サーバインスタンスはローカルバージョンの設定ファイルを引き続き使⽤し
ます。

6. 次のコマンドを使⽤して、ノードを再起動します。
mws -s serverName  restart

設定ファイルに加えた変更は、再起動するまで適⽤されません。

データベースに保存された設定ファイル
次の表に、mws getconfig コマンドを使⽤してダウンロードできるファイルとその⽬的を⽰します。

設定ファイル ⽬的

cache.xml キャッシュサイズを増加します。

cluster.xml クラスタ内の各ノードの設定データを指定および保存し
ます。

defaultPortletAppWeb.xml Web アプリケーションのプロパティを変更します。

defaultPartitionPortlets.properties デフォルトクラスタパーティションのフェーズプロバイ
ダによって影響を受けるポートレットをリストします。
複数のクラスタパーティションがある場合、それぞれに
partitionName PortletsProperties.xml というファイ
ル名を持つ複数のポートレットプロパティファイルを持
つことができます。

email.properties 電⼦メールサーバを設定します。

iconMap.properties ui\images ディレクトリにあるアイコンに MIME タイ
プをマッピングします。

jetty.xml Jetty サーバを設定します。

log4j.init.properties 内部デバッグをオンまたはオフにします (Apache
Log4J ログパッケージ)。

log4j.override.properties Apache Log4J ログパッケージのプロパティを変更しま
す。
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設定ファイル ⽬的

logging.properties ログフォルダとパターンをカスタマイズします。

mimeTypes.properties MIME タイプをカスタマイズします。

perfUtil.properties パフォーマンスサービスを有効および無効にします。

phaseProvider.xml サーバのポーリング間隔を変更します。複数のク
ラスタパーティションがある場合、それぞれに
partitionName PhaseProvider.xml というファイル名
を持つ複数のフェーズプロバイダファイルを持つことが
できます。

storageConfig.xml コンテンツサービスを設定します。

systemPaths.properties ログまたは temp フォルダの場所を設定します。

systemProperties.properties パーシストされたシステムプロパティを保存します。

defaultPortletAppWeb.xml Web アプリケーションのプロパティを変更します。

email.properties 電⼦メールサーバを設定します。

websso.properties Security Assertion Markup Language (SAML) を使⽤
して、サードパーティ ID プロバイダ (IDP) のシングル
サインオンを設定します。

メモ: ファイル名およびファイルの内容は⼤⽂字と⼩⽂字が区別されます。

Solaris、HP-UX または Linux で My webMethods
Server を 32 ビットで実⾏するための設定
Solaris、HP-UX または Linux システムでは、コンピュータのアーキテクチャが 32 ビットと 64 ビットの
どちらであるかを指定する必要があります。デフォルトでは、My webMethods Server は 64 ビットモー
ドで実⾏するように設定されています。サーバを 32 ビットモードに切り替えることができます。

Solaris または HP-UX で My webMethods Server が 32 ビットモードで実⾏されるように設定するには

1. 次のコマンドを使⽤して My webMethods Server を停⽌します。
mws -option  stop

オプションの詳細については、50 ページの「My webMethods Server の基本のコマンドライン構
⽂」を参照してください。
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2. 次のファイルをテキストエディタで開きます。

Software AG_directory/MWS/bin/setenv.sh

3. 次のテキストを探します。
rem to use 64 bit JVM uncomment next line 
set JAVA_D64=-d64

2 ⾏⽬をコメントにします。

rem to use 64 bit JVM uncomment next line 
rem set JAVA_D64=-d64

4. ファイルを保存して閉じます。

5. 次のコマンドを使⽤して OSGi プロファイルを更新します。
mws -option  update-osgi-profile

6. My webMethods Server を再起動します。

HTTP リスナーの単⼀ IP アドレス使⽤の設定
My webMethods Server では、そのリスナーポートは使⽤可能なすべての IP アドレスでバインドされま
す。複数のネットワークインタフェースを持つサーバハードウェアに My webMethods Server をインス
トールした場合、HTTP リスナーポートを単⼀ IP アドレスにバインドできます。

Jetty リスナーの IP アドレス使⽤の設定
Jetty では、My webMethods Server 上に複数の受信待機ポートが作成されます。

HTTP および HTTPS ⽤のポート

HTTP および HTTPS ⽤のランダムなソケットアクセプタポート

複数のネットワークインタフェースを持つサーバハードウェアに My webMethods Server をインストー
ルした場合、HTTP リスナーポートを単⼀ IP アドレスにバインドできます。次の⼿順を使⽤して、特定の
IP アドレスを、Jetty リスナーによって使⽤されるポートに設定します。

Jetty 受信待機ポートを設定するには、jetty.xml 設定ファイルで IP アドレスを指定する必要がありま
す。

Jetty リスナーによって特定の IP アドレスが使⽤されるように設定するには

1. jetty.xml ファイルをエディタで開き、HTTP および HTTPS コネクタ要素に移動します。

2. 各要素で、次のプロパティセットを探します。

<Set name="Host">0.0.0.0</Set>

値が 0.0.0.0 の場合、Jetty では使⽤可能なすべての IP アドレスを使⽤できます。

3. 0.0.0.0 値を置き換えて、リスナーを特定の IP アドレスにバインドします。

JCR リポジトリ RMI サーバの IP アドレスの設定
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Java コンテンツリポジトリ (JCR) を使⽤する場合、JCR への接続は、My webMethods Server と通信す
るために RMI を使⽤して実装されます。デフォルトの JCR リスナーポートは 10999 です。

複数のネットワークインタフェースを持つサーバハードウェアに My webMethods Server をインストー
ルした場合、HTTP リスナーポートを単⼀ IP アドレスにバインドできます。

custom_wrapper.conf ファイルで、次のパラメータの値を指定します。

wrapper.java.additional.204=-Dmws.jcr.rmi.bind.address=IP_address |host_name

ここで、IP_address  または host_name  は JCR リポジトリ RMI サーバリスナーの IP アドレスまたは
ホスト名です。

このファイルの編集の詳細については、71 ページの「My webMethods Server の JVM 設定」を参照
してください。

GLUE Web サービスレジストリでの IP アドレス使⽤の設定
My webMethods Server のインスタンスに Central Configuration がインストールされている場
合、GLUE Web サービスレジストリは 16000〜16025 の範囲のポートを使⽤するように作成されまし
た。特定の IP アドレスを使⽤するには、GlueServiceRegistryProperties.xml ファイルで IP アドレスを
設定します。

複数のネットワークインタフェースを持つサーバハードウェアに My webMethods Server をインストー
ルした場合、HTTP リスナーポートを単⼀ IP アドレスにバインドできます。次の⼿順を使⽤して、特定の
IP アドレスを、GLUE Web サービスレジストリによって使⽤されるポートに設定します。

特定の IP アドレスを設定するには

1. My webMethods Server のインストールディレクトリに進み、MWS/server/default/config/engine
に移動して、GlueServiceRegistryProperties.xml ファイルをエディタで開きます。

2. 次のプロパティを探します。

<entry key="service.address">0.0.0.0</entry>

3. 値 0.0.0.0 を IP アドレスで置き換えます。

マルチホームマシンでの My webMethods Server の設定
マルチホームマシン (複数のネットワークインタフェースと IP アドレスを持つマシン) で My
webMethods Server を設定する場合は、以下の⼿順に従って My webMethods Server リスナーをシン
グル IP アドレスにバインドします。

マルチホームマシンでの My webMethods Server を設定するには

1. My webMethods Server をシャットダウンします。

2. HTTP リスナーと HTTPS リスナーを IP アドレスにバインドします。この⼿順を実⾏するサーバイ
ンスタンスは 1 つだけです。変更を My webMethods Server データベースに保存すると、すべての
サーバインスタンスで有効になります。

a. Soware AG_directory\MWS\bin ディレクトリでコマンドプロンプトウィンドウを開き、次
のコマンドを実⾏します。
mws.{bat|sh} -s serverName  getconfig jetty.xml
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serverName  は My webMethods Server インスタンスの名前です。

b. Soware AG_directory\MWS\server\serverName \config ディレクトリに移動
し、jetty.xml ファイルをテキストエディタで開きます。

c. 各リスナーについて、次のエレメントが存在する場合は削除します。
<Set name="host"><Property name="jetty.host" /></Set>

次のエレメントを追加します。

<Set name="host">IP_address </Set>

d. 次のコマンドを実⾏し、変更を My webMethods Server データベースに保存します。
mws.{bat|sh} -s serverName  putconfig jetty.xml

e. Soware AG_directory\MWS\server\serverNamee \config ディレクトリに移動
し、jetty.xml ファイルを削除します。

3. 各クラスタノードについて、Software AG_directory\MWS\server
\serverName \config\engine ディレクトリに移動し、GlueServiceRegistryProperties.xml
ファイルを開き、次のエレメントで IP アドレスを指定します。
<entry key="service.address">IP_address </entry>

4. 各クラスタノードについて、以下のように JCR サーバを IP アドレスにバインドします。

a. Soware AG_directory\profiles\MWS_serverName \configuration ディレクトリに移動
し、custom_wrapper.conf ファイルを開きます。

b. 次のパラメータの値を指定します。
wrapper.java.additional.204=-Dmws.jcr.rmi.bind.address= 
 IP_address |host_name

ここで、IP_address  または host_name  は JCR リポジトリ RMI サーバリスナーの IP アドレ
スまたはホスト名です。

5. 各クラスタノードについて、以下のように JMX サーバを IP アドレスにバインドします。

a. Soware AG_directory\profiles\MWS\serverName \configuration
\com.softwareag.pl atform.config.propsloader ディレクトリに移動
し、com.softwareag.jmx.connector.pid-500number .properties ファイルをバックアップし
ます。

b. ファイルを開き、次の⾏を追加します。
host=IP_address

6. My webMethods Server を再起動します。

起動時に診断を実⾏するかどうかの設定
デフォルトでは、起動時に My webMethods Server によって以下の診断アクションが実⾏されます。

My webMethods Server に適⽤されている修正の判別

潜在的なデータベースエラーを検索する dbintegritycheck ツールの実⾏
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phaseProvider.xml 設定ファイルを更新することによって、これらの診断アクションのいずれかまたは両
⽅が My webMethods Server によって実⾏されないようにすることができます。phaseProvider.xml 設
定ファイルは、データベースまたは My webMethods Server_directory\server\serverName \config に
あります。

My webMethods Server 起動時におけるインストール済み修正の表⽰
の防⽌
My webMethods Server では、サーバ起動時にインストール済み修正が判別され、インストール済み修正
のリストが _full_.log ファイルに記録されます。

修正のリストを判別するのに数分かかる場合があるため、サーバ起動時のこのアクションを無効にする場
合があります。起動時にインストール済み修正が My webMethods Server によって表⽰されないように
するには、phaseProvider.xml 設定ファイルの startupDiagnostics セクションを次に⽰すように編集しま
す。

<Phase class="com.webmethods.portal.system.init.impl.DefaultPhase" 
              enabled="true" name="startupDiagnostics"> 
      <PhaseInfo class="com.webmethods.portal.system.impl.UpdatesInfo" 
              enabled="false" name="updatesInfo"/> 
   . 
   . 
   . 
</Phase>

My webMethods Server 起動時における dbintegritycheck の実
⾏の防⽌
My webMethods Server の起動時には、dbintegritycheck ツールが⾃動的に実⾏され、結果が _full_.log
ファイルに記録されます。dbintegritycheck ツールでは、My webMethods Server に展開されている
Dynamic Business Object (DBO) を確認し、DBO が誤ってインストールまたはアップグレードされた場
合に発⽣した可能性がある潜在的なエラーを検索します。

このアクションは有効にしておくことをお勧めしますが、起動時に dbintegritycheck が My webMethods
Server によって実⾏されないようにすることができます。そのためには、phaseProvider.xml 設定ファイ
ルの startupDiagnostics セクションを次に⽰すように編集します。

<Phase class ="com.webmethods.portal.system.init.impl.DefaultPhase" 
      enabled="true" name="startupDiagnostics"> 
   <PhaseInfo 
      class="com.webmethods.portal.system.impl.DbIntegrityCheckLauncher" 
      enabled="false" name="dbIntegrityCheck"/>     . 
   . 
   . 
</Phase>
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ディレクトリサービスの管理
ディレクトリは、それぞれが名前や電⼦メールアドレスなどの属性のセットを持つエントリ(この場合は
個々のユーザ) のコレクションを含むという点で、データベースに似ています。ディレクトリサービスに
は、ディレクトリのエントリに関する情報を配信するメカニズムが⽤意されています。

My webMethods Server には、内部ディレクトリサービスが含まれています。ただし、LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) などの外部ディレクトリサービスを使⽤する場合は、外部ディ
レクトリサービスのユーザおよびグループ情報にもアクセスできるように My webMethods Server を設
定することができます。

内部ディレクトリサービス
My webMethods Server インストールのデフォルトで提供される内部ディレクトリサービスは、システム
ディレクトリサービスと呼ばれています。My webMethods Server では、ユーザ、グループ、および役割
に関してユーザがシステムディレクトリサービスに定義した情報は、My webMethods Server データベー
スに保存されます。必要なユーザおよびグループの数がそれほど多くない場合は、システムディレクトリ
サービスを使⽤してください。

次の表に、システムディレクトリサービス内でデフォルトで定義されているユーザおよびグループを⽰しま
す。

ユーザ名 説明

My
webMethods
Administrator

My webMethods のデフォルト管理者。このユーザはユーザ管理機能を実⾏
し、外部ディレクトリサービスを管理できます。インストール時のユーザ ID
は「Administrator」、パスワードは「"manage"」です。

重要: このユーザのパスワードは変更してください。

System
Admin

My webMethods Server のシステム管理者。このユーザは、分析、設定、
コンテンツ、およびユーザ管理を含む、My webMethods Server の管理を
⾏うことができます。インストール時のユーザ ID は「SysAdmin」、パス
ワードは「"manage"」です。この管理者は My webMethods ユーザインタ
フェースを使⽤しません。このアカウントで使⽤可能な機能の詳細について
は、201 ページの「システム管理者の機能」を参照してください。

重要: このユーザのパスワードは変更してください。

Deleted
Items

管理特権を持つユーザがシステムから削除された場合に、このユーザが実⾏
した作業を保存するために My webMethods Server が内部で使⽤するユー
ザアカウント。インストール時のユーザアカウントは「DeletedItems」、パ
スワードは「"manage"」です。

重要: このユーザのパスワードは変更してください。
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ユーザ名 説明

Designer My webMethods Server のページ設計者。このユーザは、システム管理者と
同じ My webMethods Server 特権を所有します。インストール時のユーザ
ID は「Designer」、パスワードは「"manage"」です。このアカウントで実
⾏可能な機能の詳細については、331 ページの「サーバページの開発」を
参照してください。

重要: このユーザのパスワードは変更してください。

Guest 匿名のユーザ。このユーザは、ログインページなどの、Anonymous アクセ
スを許可するページを読み取ることができます。管理者によって権限が明⽰
的に付与されていない場合、コンテンツの読み取り、変更または削除はでき
ません。インストール時のこのユーザのユーザ ID は「Guest」です。

webMethods
System

My webMethods Server により Web サービスの起動に内部的に使⽤され
るユーザアカウント。My webMethods Server では、1 つのサーバから別
のサーバに対する Web サービス認証にこのアカウントが使⽤されます。イ
ンストール時のユーザアカウントは「WEBM_SYSUSER」、パスワードは
「"manage"」です。

重要: このユーザアカウントは削除しないでください。このユーザのパスワード
は変更してください。このアカウントのパスワードを変更した場合は、このア
カウントを使⽤して webMethods と通信する My webMethods Server アプリ
ケーションの管理者に変更を知らせる必要があります。

webMethods
Cluster

My webMethods Server によりクラスタ内のサーバ間の認証に内部的
に使⽤されるユーザアカウント。インストール時のユーザアカウントは
「WEBM_CLUSTERUSER」、パスワードは「"manage"」です。

重要: このユーザアカウントは削除しないでください。クラスタの 1 つのノー
ドでこのユーザのパスワードを変更し、パスワードを有効にするためにすべて
のノードを再起動します。

セキュリティ上の理由から、システムユーザのデフォルトのパスワードを変更する必要があります。これら
のユーザのパスワードを変更する⽅法の詳細については、122 ページの「ユーザ情報の編集」を参照して
ください。

外部ディレクトリサービス
システムディレクトリサービスに加えて、My webMethods Server では複数の外部ディレクトリサービス
をサポートできます。このため、⾮常に⼤規模で多様なユーザグループを管理できます。1 つ以上のディ
レクトリサービスを使⽤している場合、My webMethods Server をこれらのサービスを接続できます。
さらに、データベースをディレクトリサービスとして使⽤できます。または、カスタムサービスを作成し
て、My webMethods Server 内でディレクトリプロバイダを外部のディレクトリサービスに接続できま
す。そのようなサービスの詳細については、webMethods CAF and My webMethods Server Java API
Referenceを参照してください。
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メモ: ログイン時に、⻑時間かかるユーザ検索またはグループ検索が役割キャッシュまたはグループキャッ
シュ計算に含まれていると、My webMethods Server および接続先の LDAP サーバでパフォーマンス
が低下します。詳細については、290 ページの「役割キャッシュライフサイクルまたはグループキャッ
シュライフサイクル計算の設定」を参照してください。

内部システムディレクトリサービスの設定
内部システムディレクトリサービスについては、My webMethods Server データベースの設定以外の作
業は必要ありません。データベースの設定は、『Installing Software AG Products』で説明しているよう
に、My webMethods Server のインストール時に⾏う必要があります。

外部ディレクトリサービスの管理

外部 LDAP、ADSI、または ADAM ディレクトリサービスの設定
外部の LDAP、ADSI または ADAM ディレクトリサービスを使⽤するように My webMethods Server を
設定するには、以下の⼿順に従います。

外部の LDAP、ADSI、または ADAM ディレクトリサービスを設定するには

1. 次のページに移動します。

My webMethods Administrator の場合: [ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [ディレクトリサービス] > [ディレクトリサービスの⼀覧表⽰]

sysadmin の場合: [管理] > [ユーザ管理] > [ディレクトリサービス管理] > [ディレクトリサー
ビスの⼀覧表⽰]

2. [新規ディレクトリサービスの作成] タブで、次のオプションからディレクトリサービスのタイプを選
択します。

LDAP - Lightweight Directory Access Protocol。

ADSI - Active Directory Service Interfaces。

ADAM - Active Directory Application Mode。

3. [次へ] をクリックします。

4. 新規ディレクトリサービスを設定するフォームを⼊⼒します。

使⽤可能な設定プロパティの詳細については、88 ページの「LDAP、ADSI、ADAM ディレクトリ
サービスのプロパティ」を参照してください。

5. ページの下部で、[終了] をクリックします。

ヒント: 設定をテストするには、外部ディレクトリサービス内に定義されているユーザまたはグループ
を検索するクエリーを実⾏します。クエリーの実⾏⽅法の詳細については、114 ページの「既存の
ユーザ、グループ、または役割の検索」を参照してください。

LDAP、ADSI、ADAM ディレクトリサービスのプロパティ
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LDAP、ADSI、または ADAM タイプの外部ディレクトリサービスを設定する場合、以下のプロパティを設
定できます。

[全般] セクション

プロパティ 説明

[名前] 必須。外部ディレクトリサービスを識別する名前。My
webMethods Server は、この名前を使⽤してユーザインタ
フェース内で外部ディレクトリサービスを表⽰します。

[説明] 外部ディレクトリサービスに関する説明的なコメント。

[キーワード] 外部ディレクトリサービスの検索に使⽤する 1 つ以上のキー
ワード。

[キャッシュ] セクション

プロパティ 説明

[キャッシュ容量] 必須。キャッシュに⼊れるデータベースクエリーの数。デ
フォルトは 1000 です。

[キャッシュタイムアウト] 必須。キャッシュ容量を超えない限り、クエリーがキャッ
シュに残る時間。デフォルトは 1 時間です。

[接続情報] セクション

プロパティ 説明

[サービスの有効化] ディレクトリサービスを有効および無効にします。デフォル
トは [はい (このサービスを有効にする)] です。

[接続エラーのしきい値] 必須。このサービスを無効にするまでに発⽣する最⼤接続エ
ラー数です。デフォルトは 10 です。

[⾃動再接続] 接続エラーのしきい値に達した後にサービスが無効になった
場合、またはネットワーク障害や定期メンテナンスのために
サーバへの接続が失われた場合に、ディレクトリサーバへの
再接続を試⾏します。デフォルトでは有効になっています。

[⾃動再接続間隔] 次の再接続試⾏まで待機する期間 (秒)。デフォルトは 6 で
す。
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プロパティ 説明

[プロバイダ URL] 必須。次の構⽂を使⽤した外部ディレクトリサーバの URL。

ldap://host_name :port_number

[基本 DN] 必須。ディレクトリサーバにクエリーを⾏
う際に使⽤するルート識別名。たとえば、
「ou=mywebMethods,o=webmethods.com」と⼊⼒します。

[ユーザ DN] ユーザの検索やロードの際に使⽤する追加のユーザ DN。

[グループ DN] ユーザの検索やロードの際に使⽤する追加のグループ DN。

[セキュリティプリンシパル] 必須。外部ディレクトリサーバへのログインに必要な識別
名。

[セキュリティクレデンシャル] 必須。外部ディレクトリサーバへのログインに必要なパス
ワード。

[フェイルオーバー URL] [プロバイダ URL] フィールドで指定したプライマリ LDAP
サーバの障害の際に My webMethods Server がフェイル
オーバーで使⽤する、別の LDAP サーバの URL。複数の場合
はスペースで区切ります。

[検索タイムアウト] 必須。LDAP 検索クエリーが期限切れになるまでの最⼤時間
(秒)デフォルトは 0 で、クエリーが期限切れになりません。

custom_wrapper.conf ファイルで接続タイムアウトを設定
しない限り、My webMethods Server は LDAP サーバへの
接続タイムアウトの定義に [検索タイムアウト] の値を使⽤
します。LDAP サーバの接続タイムアウトの設定の詳細につ
いては、Administering My webMethods Server94 ペー
ジの「LDAP ディレクトリサービスの接続タイムアウトの設
定」を参照してください。

[デフォルトワイルドカード検索を
有効にする]

必須。ディレクトリ検索でワイルドカード⽂字の使⽤を有効
または無効にします。デフォルトは [はい (デフォルトワイル
ドカード検索を有効化)] です。

ワイルドカード検索を無効にすると、⼤規模なサーバの場合
にパフォーマンスが向上します。ワイルドカードを使⽤す
る場合、サーバでは内部インデックスが検索に使⽤されませ
ん。

[グループ全域ディレクトリサービ
スを有効にする]

必須。My webMethods Server で設定されたすべての外部
ディレクトリサービスに対してグループメンバーシップのク
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プロパティ 説明

エリーを⾏うかどうかを⽰します。このオプションを有効に
すると、すべてのディレクトリサービスに対してグループメ
ンバーシップのクエリーが⾏われるため、ログインパフォー
マンスが著しく低下します。デフォルトは [いいえ、グルー
プ全域ディレクトリサービス] です。

詳細については、Administering My webMethods
Server95 ページの「ディレクトリサービス間のグループ
メンバーシップ」を参照してください。

[GroupQuickSearch を有効
にする]

Active Directory で必須。再帰検索の代わりに 1 つのクエ
リーを使⽤している Active Directory ユーザのグループメン
バーシップを特定するかどうかを⽰します。このオプション
を有効にすると、検索では 1 つのクエリーを使⽤するため、
ログインパフォーマンスが向上します。ユーザは、Active
Directory セキュリティグループまたは標準グループのいず
れかに属している必要があります。デフォルトは [無効] で
す。

[Active Directory ドメイン
URL]

Active Directory にのみ適⽤されます。複数の Active
Directory サブドメイン URL をスペースで区切って指定しま
す。

[⾼度なオブジェクトフィルタ] セクション

プロパティ 説明

[ユーザオブジェクトフィルタ] ユーザの検索時にすべてのクエリーに対して My
webMethods Server が適⽤する LDAP フィルタ。My
webMethods Server で公開されるオブジェクトのタイプを
制限する技術 LDAP クエリーを使⽤します。

メモ: My webMethods Server ディレクトリのデバッグログを
調べて、クエリーが正しく動作していることを確認することを
お勧めします。

[グループオブジェクトフィルタ] グループの検索時にすべてのクエリーに対して My
webMethods Server が適⽤する LDAP フィルタ。My
webMethods Server で公開されるオブジェクトのタイプを
制限する技術 LDAP クエリーを使⽤します。

メモ: My webMethods Server ディレクトリのデバッグログを
調べて、クエリーが正しく動作していることを確認してくださ
い。
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プロパティ 説明

[ネストされたグループを使⽤す
る]

ネストされた LDAP グループ内での検索を有効または無効に
します。デフォルト値は [いいえ (ネストされたグループを使
⽤しない)] です。

[仮想リスト表⽰制御 (VLV) を
使⽤する]

LDAP クエリーのオブジェクトのサブセットを取得するため
に、仮想リスト表⽰制御 (VLV) を使⽤するかどうかを指定し
ます。デフォルト値は [いいえ (VLV 制御を使⽤しない)] で
す。LDAP サーバ制御の⾃動設定が無効になっている場合に
のみ適⽤されます。

[サーバ側ページング制御を使⽤
する]

LDAP クエリーの結果をページングするために、サーバ側
ページング制御を使⽤するかどうかを指定します。デフォル
ト値は [いいえ (ページング制御を使⽤しない)] です。LDAP
サーバ制御の⾃動設定が無効になっている場合にのみ適⽤さ
れます。

[サーバ側並べ替え制御を使⽤す
る]

LDAP クエリーの結果を特定の順番に並べ替えるために、
サーバ側並べ替え制御を使⽤するかどうかを指定します。
デフォルト値は [いいえ (並べ替え制御を使⽤しない)] で
す。LDAP サーバ制御の⾃動設定が無効になっている場合に
のみ適⽤されます。

[サーバ側制御を⾃動設定] My webMethods Server による LDAP サーバ制御の⾃動設
定を有効または無効にします。デフォルト値は [はい (制御を
⾃動設定)] です。

[ユーザ属性] セクション

プロパティ 説明

[ユーザオブジェクトクラス] 必須。外部ディレクトリサービスのユーザオブジェクトクラ
ス属性。デフォルトは「person」です。

[ユーザ ID] 必須。外部ディレクトリサービスのユーザ ID 属性。デフォ
ルトは「uid」です。

[名] 必須。外部ディレクトリサービスの名属性。デフォルトは
「sn」です。

[姓] 必須。外部ディレクトリサービスの姓属性。デフォルトは
「givenName」です。
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プロパティ 説明

[⽒名] 必須。外部ディレクトリサービスの⽒名属性。デフォルトは
「cn」です。

[電⼦メール] 必須。外部ディレクトリサービスの電⼦メールアドレス属
性。デフォルトは「mail」です。

[パスワード] 必須。外部ディレクトリサービスのパスワード属性。

[ユーザが無効] ユーザが無効化されていると識別する外部ディレクトリサー
ビス内の属性の名前。デフォルトは「true」です。

[「ユーザが無効」値の正規表現] 外部ディレクトリサービスの「ユーザが無効」属性を検証す
るために使⽤される正規表現。

[UUID] ユーザの汎⽤的に⼀意な識別⼦として使⽤される属性の
名前。最⼤ 128 ⽂字の⽂字列 (たとえば「cn」または
「email」) を指定できます。

既存のディレクトリサービスの [UUID] の値を変更する場
合、UserDirectory_UpdateUUID ユーティリティを実⾏して、
ディレクトリサービスのユーザの UUID 値を更新する必要があ
ります。

詳細については、Administering My webMethods
Server96 ページの「 ユーザへの Universally Unique
Identifier (UUID) の設定」を参照してください。

[グループ属性] セクション

プロパティ 説明

[グループオブジェクトクラス] 必須。外部ディレクトリサービスのグループオブジェクトク
ラス属性。デフォルトは「groupofuniquenames」です。

[グループ ID] 必須。外部ディレクトリサービスのグループ ID 属性。デ
フォルトは「cn」です。

[グループ名] 必須。外部ディレクトリサービスのグループ名属性。デフォ
ルトは「cn」です。

[グループのメンバー] 必須。外部ディレクトリサービスのグループのメンバー属
性。デフォルトは「uniquemember」です。
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プロパティ 説明

[グループ電⼦メール] 必須。外部ディレクトリサービスのグループ電⼦メール属
性。デフォルトは「mail」です。

[接続プール] セクション

プロパティ 説明

[接続数の最⼩値] 外部ディレクトリサーバに対して常に開いておく最⼩接続
数。デフォルトは 1 です。

[接続数の最⼤値] 外部ディレクトリサーバに対して常に開いておく最⼤接続
数。デフォルトは 20 です。

[最⼤接続時間] 外部ディレクトリサーバへの接続を再利⽤するまで開いてお
く最⼤時間。LDAP 接続が検索プロセス中に開いておくよう
に、この値はサーバによって LDAP 検索ごとにリセットされ
ます。デフォルトは 10 分です。

[クリーンアップの間隔] 期限切れの LDAP 接続をクリーンアップする時間間隔。デ
フォルトは 1 分です。

メモ: ⼀部の LDAP 実装では、ページング Cookie は特定の LDAP 接続にバインドされます。最⼤接続数プ
ロパティの値が同時 LDAP 検索を処理するのに⼗分に⼤きく、最⼤接続時間プロパティの値が指定した時
間範囲内で検索を終了させるのに⼗分に⻑いことを確認します。

LDAP ディレクトリサービスの接続タイムアウトの設定
デフォルトでは、My webMethods Serverは [検索タイムアウト] プロパティの値を使⽤して、LDAP サー
バへの接続のタイムアウトを定義します。ただし、[検索タイムアウト] プロパティの主な⽬的は、LDAP
クエリーのタイムアウトを指定することです。

場合によって、[検索タイムアウト] の値とは異なる接続タイムアウト値を指定する必要があること
があります。これを⾏うには、My webMethods Server の custom_wrapper.conf ファイルで -
Dcom.webmethods.portal.portlet.wm_xt_ldapdirsvc.service.connection.timeout パラメータを設
定します。LDAP ディレクトリサービスの接続タイムアウトパラメータのデフォルト値は 10 秒です。
接続タイムアウトパラメータを設定せず、[検索タイムアウト] の値が 0 に設定されている場合、My
webMethods Server はデフォルトの接続タイムアウト値である 10 秒を使⽤します。

検索タイムアウトおよび LDAP ディレクトリサービスの設定の詳細については、「88 ページの「外部
LDAP、ADSI、または ADAM ディレクトリサービスの設定」」を参照してください。

LDAP ディレクトリサービスの接続タイムアウトを設定するには、以下の⼿順に従います。

1. Software AG_directory\profiles\MWS_serverName \configuration に移動して、テキ
ストエディタで custom_wrapper.conf ファイルを開きます。
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2. 次のパラメータを追加します。

wrapper.java.additional.number =
-Dcom.webmethods.portal.portlet.wm_xt_ldapdirsvc.service.connection.timeout=
time_in_seconds

number  は⼀意のシーケンス番号で、ファイルに既存しているパラメータの数で決まります。

3. ファイルを保存して、My webMethods Server を再起動します。

ディレクトリサービス間のグループメンバーシップ
My webMethods Server 上に複数の LDAP、ADSI または ADAM ディレクトリサービスを設定している
場合、サーバでは、設定したすべてのディレクトリサービスに対して、グループメンバーシップをクエリー
することができます。この機能は、ディレクトリツリーのある分岐内にユーザがある必要があり、その分岐
がグループから離れているために、ユーザとグループの両⽅を網羅するルートで 1 つのみのディレクトリ
サービスをマウントすることが⾮効率である場合に役⽴ちます。代わりに、2 つのディレクトリサービスを
設定できます。1 つのサービスがユーザ分岐のルートを指し、もう 1 つのサービスがグループ分岐のルー
トを指します。たとえば、以下のようなディレクトリ構造があるとします。

o=MyCompany, ou=Americas, ou=US, ou=Groups
o=MyCompany, ou=Americas, ou=US, ou=Users
o=MyCompany, ou=Americas, ou=Mexico, ou=Groups
o=MyCompany, ou=Americas, ou=Mexico, ou=Users
and so forth....

My webMethods Server は、o=MyCompany を指す 1 つのディレクトリ サービスでは適切に実⾏され
ません。代わりに、管理者は ou=Americas およびその他の 地域 OU を指す複数のディレクトリサービス
を作成できます。ただし、 グループに複数の地域のメンバーがいる場合があるとします。これは、国際的
な ⼤組織では⼀般的です。その場合、グループのメンバーシップを複数の ディレクトリサービスにまた
がって指定できます。

設定したすべてのディレクトリサービス間でグループメンバーシップをクエリーできるようにするには、各
ディレクトリサービスの [グループ全域ディレクトリサービスを有効にする] を [はい、グループ全域ディレクトリサービ
スを有効にする] に設定します。

メモ: この機能を有効にすると、ログインパフォーマンスが著しく低下する可能性があります。

Universally Unique Identifier (UUID) の解決の有効化
My webMethods Server で Universally Unique Identifier (UUID) の解決を有効にすることができま
す。UUID の解決を有効にする前に、UserDirectory_UpdateUUIDPortlet.war ファイルをインストール
します。UserDirectory_UpdateUUIDPortlet.war ファイルのインストールの詳細については、96 ペー
ジの「 ユーザへの Universally Unique Identifier (UUID) の設定」を参照してください。

My webMethods Server で UUID の解決を有効にするには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [ディレクトリサービス]
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システム管理者として次のように選択します。[フォルダ] > [管理⽤フォルダ] > [Administration
Dashboard] > [ユーザ管理] > [ディレクトリサービス管理]

2. [UUID の解決を有効にする] タブをクリックします。

3. [UUID の解決を有効にする] チェックボックスを選択し、[適⽤] をクリックします。

ユーザへの Universally Unique Identifier (UUID) の設定
デフォルトでは、My webMethods Server で設定された外部ディレクトリサービスは、ユーザを識別す
るために DN を使⽤します。この場合、ユーザが 1 つの組織単位から別の組織単位に転送されると、My
webMethods Server はユーザの DN が変更されたためにそのユーザを認識することができません。

たとえば、commonName が James であるユーザ (cn=James) が ABC 組織 (o = ABC) のマーケティ
ングユニット (ou=marketing) で働いているとして、My webMethods Server がLDAP を使⽤するよう
に設定されている場合、James の DN は dn: cn=James,ou=marketing,o=ABC になります。ジェー
ムズがファイナンスユニットに転送されると、James の DN は dn: cn=James,ou=finance,o=ABC
になります。DN の変更後、My webMethods Server は James を認識できません。James
がメンバーである役割も LDAP で James を検索できず、「unable to get role members-
cn=James,ou=marketing,o=ABC」という警告をスローします。

UUID を使⽤してユーザを識別するように My webMethods Server を設定できます。My webMethods
Server システム管理者は、システムのメンテナンスに適した時間に UUID を設定する必要があります。

ユーザベースが⼤規模な場合は、UserDirectory_UpdateUUID ユーティリティは、外部ユーザディレクト
リを My webMethods Server と再設定するために、⻑時間かけることがあります。無効なユーザレコー
ドを削除するには、UserDirectory_UpdateUUID ユーティリティを実⾏する前に、クリーンアップユー
ティリティを実⾏します。

UUID を使⽤してユーザを識別するように My webMethods Server を設定するには

1. UUID の解決を有効にします。UUID の解決の有効化の詳細については、95 ページの
「Universally Unique Identifier (UUID) の解決の有効化」を参照してください。

2. 外部ディレクトリサービスを設定して、UUID プロパティを指定します。外部ディレクトリサービス
の設定の詳細については、88 ページの「外部 LDAP、ADSI、または ADAM ディレクトリサービス
の設定」を参照してください。

重要: 既存のディレクトリサービスの UUID プロパティの値を変更する場
合、UserDirectory_UpdateUUID ユーティリティを実⾏して、My webMethods Server 内でディレ
クトリサービスのユーザの UUID 値を更新する必要があります。

3. UserDirectory_UpdateUUIDPortlet.war ファイルが Software AG_directory\MWS
\components\extras\userdirectory フォルダにあることを確認してください。

4. [フォルダ] > [管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [設定] > [インストール管理] >
[Extras] > [userdirectory] > [UserDirectory_UpdateUUIDPortlet.war] に移動します。

5. [インストールコンポーネント] をクリックします。

6. [フォルダ] > [システム] > [ポートレット] > [UserDirectory_UpdateUUIDPortlet] に移動して、ブ
ラウザで UserDirectory_UpdateUUID ユーティリティポートレットを開きます。
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7. [Update UUID] をクリックして、設定済みのすべてのディレクトリサービスユーザについて、My
webMethods Server で UUID 値を更新します。

次のような場合、UUID フィールド値は NULL になります。

無効なユーザ

システムユーザ

DB ユーザ

重要: UserDirectory_UpdateUUID ユーティリティは⼀回のみ実⾏することをお勧めします。

無効なユーザの削除
My webMethods Server は、ディレクトリサービスから削除されたり、ディレクトリサービス内で移動し
たユーザは認識できません。そのようなユーザは無効なユーザと⾒なされます。

システム管理者は、Cleanup_InvalidUsers ユーティリティを使⽤して、My webMethods Server から無
効なユーザを削除できます。Cleanup_InvalidUsers ユーティリティでは、無効なユーザを削除するほか
に、My webMethods Server の役割から無効なユーザのメンバーシップを削除できます。

UserDirectory_UpdateUUID ユーティリティを実⾏する前に、Cleanup_InvalidUsers ユーティリティを
実⾏する必要があります。UserDirectory_UpdateUUID ユーティリティの詳細については、96 ページ
の「 ユーザへの Universally Unique Identifier (UUID) の設定」を参照してください。

重要: ユーザベースが⼤規模な場合は、Cleanup_InvalidUsers ユーティリティの実⾏に⻑時間かかかる場
合があります。システムメンテナンスに適した時間に Cleanup_InvalidUsers ユーティリティを実⾏する
必要があります。

無効なユーザを削除するには

1. My webMethods Server データベースのバックアップを取ります。

2. [フォルダ] > [管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [設定] > [インストール管理] >
[Extras] > [UserDirectory] > [UserDirectory_UpdateUUIDPortlet.war] に移動します。

3. [インストールコンポーネント] をクリックします。

4. [フォルダ] > [システム] > [ポートレット] > [UserDirectory_UpdateUUIDPortlet] に移動して、
[Cleanup_InvalidUsers] をクリックします。

5. [Directory Service Name] フィールドに、My webMethods Server で設定されたディレクト
リサービスの名前を⼊⼒します。ワイルドカード⽂字 (*) を 1 つ⼊⼒して、my My webMethods
Server で設定されたすべてのディレクトリサービスを指定できます。

6. [Only log invalid user entries] を選択し、[Cleanup] をクリックします。

すべての無効なユーザが Software AG_directory\MWS\server\default\logs\_full_.log ファイル
にリストされます。ファイルを⾒直し、リストされたユーザがアクティブな My webMethods Server
ユーザではないことを確認します。

7. [Log and remove invalid user entries] を選択し、[Cleanup] をクリックします。

8. My webMethods Server を再起動します。
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外部データベースディレクトリサービスの設定
外部データベースディレクトリサービスを使⽤するように My webMethods Server を設定するには、以
下の⼿順に従います。

メモ: データベースディレクトリサービスを使⽤するには、最初に外部データソースとしてのデータベース
に接続する必要があります。詳細については、104 ページの「外部データソースの管理」を参照してく
ださい。

外部データベースディレクトリサービスを設定するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [ディレクトリサービス] > [新規ディレクトリサービスの作成]

システム管理者として次のように選択します。[管理] > [ユーザ管理] > [ディレクトリサービス
管理] > [新規ディレクトリサービスの作成]

2. [ディレクトリタイプ] フィールドで [データベース] をクリックします。

3. [進む] をクリックします。

4. [データベースディレクトリサービスの作成] ページで次の値を指定します。

セクション名 プロパティ 説明

[名前] 必須。外部データベースディレクトリサービスを識
別する名前。My webMethods Server は、ユーザ
インタフェース内で外部データベースディレクトリ
サービスを特定する必要がある場合にこの名前を使
⽤します。

[全般]

[説明] オプション。外部データベースディレクトリサービ
スに関する説明的なコメント。

[ユーザ ID] 必須。ユーザ ID 値を指定するクエリーフィールド
の名前。

[ユーザ DN] 必須。グループの識別名の値を指定するクエリー
フィールドの名前。

[ユーザの名] 必須。ユーザの名を指定するクエリーフィールドの
名前。

[属性]

[ユーザの姓] 必須。ユーザの姓を指定するクエリーフィールドの
名前。
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セクション名 プロパティ 説明

[ユーザの⽒名] オプション。ユーザの⽒名を指定するクエリー
フィールドの名前。属性を指定しないと、⽒名は、
[ユーザの名] 属性と [ユーザの姓] 属性から導出され
ます。

[ユーザ電⼦メール} オプション。ユーザの電⼦メールアドレスを指定す
るクエリーフィールドの名前。

[ユーザが無効] オプション。ユーザが無効化されていると識別する
外部ディレクトリサービス内の属性の名前。

[「ユーザが無効」値の正
規表現]

オプション。外部ディレクトリサービスの「ユーザ
が無効」属性を検証するために使⽤される正規表
現。

[グループ ID] 必須。グループ ID 値を指定するクエリーフィール
ドの名前。

[グループ DN] 必須。グループの識別名の値を指定するクエリー
フィールドの名前。

[グループ名] 必須。グループ名を指定するクエリーフィールドの
名前。

[グループ電⼦メール] オプション。グループの電⼦メールアドレスを指定
するクエリーフィールドの名前。

[設定] [認証ハンドラ] 必須。データベースの認証を処理するページ。デ
フォルトでは、My webMethods Server にクリア
テキスト認証ハンドラが⽤意されています。

[データソース] 必須。データストアとして使⽤するデータベース。
データベースをリストに表⽰するには、まず [デー
タソース管理] ページを使⽤して外部データベース
に接続する必要があります。

[データベース]

[ID に基づくユーザ検索
のクエリー]

必須。ユーザ ID に基づいてユーザレコードを返す
SQL クエリー。

このクエリーは、この表の [属性] の下で説明して
いる、ユーザの全属性を返します。
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セクション名 プロパティ 説明

[認証のクエリー] 必須。認証の継続的なユーザクレデンシャルを返す
SQL クエリー。

[さまざまなクエリー] オプション。必要に応じて追加の SQL クエリーを
定義できます。クエリーのタイプごとにサンプル⾔
語が提供されています。

[キャッシュ有効] 必須。データベースに対する負荷を軽減するよ
う、My webMethods Server でキャッシュ済みの
データを可能な限り使⽤するかどうかを指定しま
す。次の項⽬から選択します。

[はい]: キャッシュを有効にする場合。

[いいえ]: キャッシュを無効にする場合。

[キャッシュ容量] 必須。キャッシュに⼊れるデータベースクエリーの
数。デフォルトは 1000 です。

[キャッシュ]

[キャッシュタイムアウト] 必須。キャッシュ容量を超えない限り、クエリーが
キャッシュに残る時間。デフォルトは 1 です。

5. ページの下部で、[終了] をクリックします。

ヒント: 外部ディレクトリサービスが正しく設定されたことを確認するには、外部ディレクトリサービ
ス内に定義されているユーザまたはグループを検索するクエリーを実⾏します。クエリーの実⾏⽅法
の詳細については、「114 ページの「既存のユーザ、グループ、または役割の検索」」を参照して
ください。

外部で定義されたユーザに My webMethods からの操作を許可する
My webMethods Server は外部ディレクトリサービスの設定を通じて、必要な情報を⼊⼿して外部ディレ
クトリサービスに接続し、情報を取得することができます。外部ディレクトリサービスを設定すると、外部
ディレクトリサービスで定義されたユーザは My webMethodsにログインできるようになりますが、それ
以外の操作を実⾏する権限は与えられません。My webMethods からの操作の実⾏をユーザに許可するに
は、以下の追加ステップを実⾏する必要があります。

My webMethods へのアクセスを許可するユーザを識別するため、1 つ以上の LDAP クエリー役割
またはデータベース役割を作成します。外部ディレクトリサービスの役割の作成⽅法の詳細について
は、100 ページの「My webMethods へのアクセスを許可する外部定義ユーザを定義する役割の作
成」を参照してください。

作成した役割を、My webMethods Users 役割に追加します。詳細については、101 ページの「My
webMethods Users 役割への役割の追加」を参照してください。

My webMethods へのアクセスを許可する外部定義ユーザを定義する役割の作成
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設定した外部ディレクトリサービスごとに、My webMethods Server へのアクセスを許可するユーザまた
はユーザグループを識別する 1 つ以上の役割を作成します。

LDAP、ADSI、または ADAM ディレクトリサービスについては、LDAP クエリー役割を作成します。

データベースディレクトリサービスについては、データベース役割を作成します。

My webMethods へのアクセスを許可するユーザを識別する役割を作成するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [役割] > [役割の追加] を選択します。

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [役割の管理] > [役割の追加]

2. [役割名] フィールドで、「SystemX-My webMethods Users」など、新しい役割に割り当てる名前を
指定します。

3. 作成する役割のタイプを指定するため、[選択された項⽬] ボックスに移動します。

[LDAP クエリー役割プロバイダ]: LDAP、ADSI、または ADAM ディレクトリサービス。

[データベース役割プロバイダ]: データベースディレクトリサービス。

4. [役割の作成] をクリックします。

5. 役割のメンバーシップを指定します。メンバーシップの定義⽅法の詳細については、次を参照してくだ
さい。

LDAP、ADSI、または ADAM ディレクトリサービスについては、155 ページの「LDAP クエ
リー役割の追加」を参照してください。

データベースディレクトリサービスについては、159 ページの「データベース役割の追加」を参
照してください。

6. [保存] をクリックします。

My webMethods Users 役割への役割の追加
作成した役割によって識別されるユーザに My webMethods へのアクセスを付与するには、この役割を
My webMethods Server Users 役割に追加します。

My webMethods へのアクセスをユーザに付与するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [役割]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [役割の管理]

2. [キーワード] テキストボックスに、「My webMethods Users」と⼊⼒し、[検索] をクリックします。

3. 検索結果パネルで、My webMethods Users 役割について [編集] をクリックします。
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4. [メンバー] タブをクリックします。

5. [メンバーの編集] をクリックします。

6. 追加するプリンシパルを検索し、My webMethods Users 役割のメンバーとする役割ごとに、役割名
を [選択済み] パネルに移動します。

7. My webMethods Users 役割に割り当てるユーザを識別するすべての役割を選択したら、[適⽤] をク
リックします。

8. [保存] をクリックして、My webMethods Users 役割のメンバーシップの変更を適⽤します。

ディレクトリサービスの設定の更新
外部ディレクトリサービスまたはデータベースディレクトリサービスを設定した後で、⼀部のプロパティに
指定した値の更新が必要になることがあります。ディレクトリサービスに関連付けられたプロパティの値を
更新するには、以下の⼿順に従います。

ディレクトリサービスの設定を更新するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [ディレクトリサービス] > [ディレクトリサービスの⼀覧表⽰]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [ディレクトリサービス管理] > [ディレクトリサービスの⼀覧表⽰]

2. [ディレクトリサービスの⼀覧表⽰] パネルで、以下のいずれかを⾏います。

変更するディレクトリサービス設定の名前をクリックします。

My webMethods でディレクトリサービス設定の  または  をクリックし、[プロパティ] を
選択します。

3. ディレクトリサービスのプロパティを変更します。

4. 変更を⾏ったら、[適⽤] をクリックします。

ディレクトリサービスの検索順序の更新
ユーザのアクションによっては、My webMethods Server が複数のディレクトリサービスに対してクエ
リーを⾏うことになります。My webMethods Server が使⽤可能なディレクトリサービスを検索する順序
を制御するには、以下の⼿順に従います。

My webMethods Server による外部ディレクトリサービスの検索順序を更新するには

1. 次のページに移動します。

My webMethods 管理者として、次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーショ
ン] > [管理] > [My webMethods] > [ディレクトリサービス] > [ディレクトリの検索順序の変
更]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [ディレクトリサービス管理] > [ディレクトリの検索順序の変更]
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My webMethods Server は、[選択] リストに指定された順序で外部ディレクトリサービスを検
索します。

2. リストの順序を変更するには、必要に応じてディレクトリサービスを上下に移動します。

3. 検索順序を設定したら、[適⽤] をクリックします。

4. 変更した内容を有効にするために、My webMethods Server を再起動します。

メモ: 検索順序を設定しても、My webMethods Server によってユーザインタフェース内でディレクトリ
サービスがリスト表⽰される順序に影響はありません。

ユーザアカウントの無効化
外部ディレクトリサービス内の特定の属性の値に基づいて、My webMethods Server へのユーザのログイ
ンを阻⽌することができます。

メモ: Integration Server や Optimize など、認証に共通ディレクトリサービスを使⽤する webMethods
製品は、この機能の影響を受けます。My webMethods Server で無効になっているユーザは、他の製品で
も同様に無効になります。

外部ディレクトリサービスのユーザアカウントを無効にするには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [ディレクトリサービス] > [ディレクトリサービスの⼀覧表⽰]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [ディレクトリサービス管理] > [ディレクトリサービスの⼀覧表⽰]

2. [ディレクトリサービスの⼀覧表⽰] パネルで、以下のいずれかを⾏います。

ディレクトリサービスの名前をクリックします。

My webMethods でディレクトリサービスの  または  をクリックし、[プロパティ] を選択
します。

3. ユーザアカウントの無効化に必要なプロパティを探します。

LDAP、ADSI または ADAM ディレクトリサービスの場合は、[ユーザ属性] セクションを探しま
す。

データベースディレクトリサービスの場合は、[属性] セクションを探します。

4. [ユーザが無効] フィールドに、「ユーザが無効」状態を決定する外部ディレクトリサービス内の属性の
名前を⼊⼒します。

正確な値は、外部ディレクトリサービスおよび無効にするユーザのクラスによって決まります。

5. [「ユーザが無効」値の正規表現] フィールドに、[ユーザが無効] プロパティの値と照合する正規表現を⼊
⼒します。値が⼀致した場合、ユーザは無効になります。

6. 変更を⾏ったら、[適⽤] をクリックします。
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ディレクトリサービス設定の削除
My webMethods Server から外部ディレクトリサービスに定義されたユーザおよびグループへのアクセス
が不要になった場合は、以下の⼿順に従って、外部ディレクトリサービスの設定情報を削除できます。

外部ディレクトリサービスの設定を削除するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [ディレクトリサービス] > [ディレクトリサービスの⼀覧表⽰]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [ディレクトリサービス管理] > [ディレクトリサービスの⼀覧表⽰]

2. My webMethods でディレクトリサービス設定の  または  をクリックし、[削除] を選択しま
す。

外部データソースの管理
[データソース管理] ページで、データベースなどの外部データソースに接続して、My webMethods
Server で使⽤可能にできます。たとえば、データベースディレクトリサービスを作成して使⽤する前に
は、データソースを設定する必要があります。

[データソース管理] ページで接続がサポートされているデータベースは、Microsoft SQL
Server、Oracle、DB2 Universal、Sybase Adaptive Server、Informix です。また、ODBC やカスタム
の接続も設定できます。

メモ: DB2 Universal、Sybase Adaptive Server、または Informix データベースに接続するデータソー
スを設定する前に、それぞれのデータベースアプリケーションに対応するデータベースドライバが必要
です。My webMethods Server のディストリビューションには、DB2 Universal、Sybase Adaptive
Server、または Informix データベースのデータベースドライバは含まれていません。

Microsoft SQL Server データソースの追加
Microsoft SQL Server データソースを My webMethods Server に接続するには、以下の⼿順に従いま
す。

Microsoft SQL Server データベースの新規データソースを追加するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [データソース] > [データソースの追加]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] >
[データソース管理] > [データソースの追加]

2. [データソースの表⽰] パネルで My webMethods Server によって使⽤される⼀意のデータソース名を
[データソース名] に⼊⼒します。
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3. データベースディレクトリサービスに使⽤するデータソースの識別に使⽤する表⽰名を [表⽰名] に⼊
⼒します。

4. [サーバタイプ] リストから [MS SQL Server] を選択し、[次へ] をクリックします。

5. SQL Server ホスト名を⼊⼒します。

6. SQL Server で使⽤されるポート番号を⼊⼒します。デフォルトポートは 1433です。

7. データベース名を⼊⼒します。

8. 接続先のデータベースに対して最低でも読み取りアクセス権のある有効な SQL Server ユーザ名とパ
スワードを⼊⼒します。

9. [サブミット] をクリックします。

Oracle データソースの追加
Oracle データソースを My webMethods Server に接続するには、以下の⼿順に従います。

Oracle データベースの新規データソースを追加するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [データソース] > [データソースの追加]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] >
[データソース管理] > [データソースの追加]

2. [データソースの表⽰] パネルで My webMethods Server によって使⽤される⼀意のデータソース名を
[データソース名] に⼊⼒します。

3. データベースディレクトリサービスに使⽤するデータソースの識別に使⽤する表⽰名を [表⽰名] に⼊
⼒します。

4. [サーバタイプ] リストから [Oracle] を選択し、[次へ] をクリックします。

5. Oracle ホスト名を⼊⼒します。

6. Oracle ホストが稼動しているポート番号を⼊⼒します。デフォルトポートは 1521です。

7. データベースのインスタンス名 (SID) を⼊⼒します。

8. 接続先のデータベースに対して最低でも読み取りアクセス権のある有効な Oracle データベースユーザ
名とパスワードを⼊⼒します。

9. [サブミット] をクリックします。

DB2 Universal データソースの追加
DB2 Universal データソースを My webMethods Server に接続するには、以下の⼿順に従います。

DB2 Universal データベースの新規データソースを追加するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。
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My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [データソース] > [データソースの追加]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] >
[データソース管理] > [データソースの追加]

2. [データソースの表⽰] パネルで My webMethods Server によって使⽤される⼀意のデータソース名を
[データソース名] に⼊⼒します。

3. データベースディレクトリサービスに使⽤するデータソースの識別に使⽤する表⽰名を [表⽰名] に⼊
⼒します。

4. [サーバタイプ] リストから [DB2 Universal] を選択し、[次へ] をクリックします。

5. DB2 ホスト名を⼊⼒します。

6. DB2 が稼動しているポート番号を⼊⼒します。

7. データベースのインスタンス名を⼊⼒します。

8. 接続先のデータベースに対して最低でも読み取りアクセス権のある有効な DB2 ユーザ名とパスワード
を⼊⼒します。

9. [サブミット] をクリックします。

Sybase Adaptive Server データソースの追加
Sybase Adaptive Server データソースを My webMethods Server に接続するには、以下の⼿順に従いま
す。

Sybase Adaptive Server データベースの新規データソースを追加するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [データソース] > [データソースの追加]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] >
[データソース管理] > [データソースの追加]

2. [データソースの表⽰] パネルで My webMethods Server によって使⽤される⼀意のデータソース名を
[データソース名] に⼊⼒します。

3. データベースディレクトリサービスに使⽤するデータソースの識別に使⽤する表⽰名を [表⽰名] に⼊
⼒します。

4. [サーバタイプ] リストから [Sybase Adaptive Server] を選択し、[次へ] をクリックします。

5. Sybase Server ホスト名を⼊⼒します。

6. Sybase Server が稼動しているポート番号を⼊⼒します。

7. データベースのインスタンス名を⼊⼒します。

8. 接続先のデータベースに対して最低でも読み取りアクセス権のある有効な Sybase Server ユーザ名と
パスワードを⼊⼒します。
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9. [サブミット] をクリックします。

Informix データソースの追加
Informix データソースを My webMethods Server に接続するには、以下の⼿順に従います。

Informix データベースの新規データソースを追加するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [データソース] > [データソースの追加]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] >
[データソース管理] > [データソースの追加]

2. [データソースの表⽰] パネルで My webMethods Server によって使⽤される⼀意のデータソース名を
[データソース名] に⼊⼒します。

3. データベースディレクトリサービスに使⽤するデータソースの識別に使⽤する表⽰名を [表⽰名] に⼊
⼒します。

4. [サーバタイプ] リストから [Informix] を選択し、[次へ] をクリックします。

5. Informix ホスト名を⼊⼒します。

6. Informix ホストが稼動しているポート番号を⼊⼒します。

7. データベース名を⼊⼒します。

8. Informix サーバ名を⼊⼒します。

9. 接続先のデータベースに対して最低でも読み取りアクセス権のある有効な Informix ユーザ名とパス
ワードを⼊⼒します。

10.[サブミット] をクリックします。

汎⽤ ODBC データソースの追加
メモ: My webMethods Server では、オペレーティングシステムレベル (Windows Server など) で⼿動
で設定した ODBC 接続を使⽤できます。My webMethods Server は、標準の Java JDBC-ODBC ブリッ
ジドライバを使⽤して、基礎となるオペレーティングシステム上の ODBC データソースに接続します。
オペレーティングシステムレベルでの ODBC データソースの設定⽅法の詳細については、Microsoft ベン
ダードキュメントを参照してください。

汎⽤ ODBC データソースを My webMethods Server に接続するには、以下の⼿順に従います。

汎⽤ ODBC データベースの新規データソースを追加するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [データソース] > [データソースの追加]
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システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] >
[データソース管理] > [データソースの追加]

2. [データソースの表⽰] パネルで My webMethods Server によって使⽤される⼀意のデータソース名を
[データソース名] に⼊⼒します。

3. データベースディレクトリサービスに使⽤するデータソースの識別に使⽤する表⽰名を [表⽰名] に⼊
⼒します。

4. [サーバタイプ] リストから [汎⽤ ODBC] を選択し、[次へ] をクリックします。

5. オペレーティングシステムレベルで設定した ODBC データソースと⼀致する ODBC データソース名
を⼊⼒します。

6. 接続先のデータベースに対して最低でも読み取りアクセス権のある有効なユーザ名とパスワードを⼊⼒
します。

7. [サブミット] をクリックします。

カスタムデータソースの追加
メモ: このオプションは⾼度なデータソース設定であり、有効な JDBC ドライバクラス名、接続 URL、
ユーザ名およびパスワードを指定する必要があります。サーバから接続するデータベースアプリケーショ
ンの適切なデータベースドライバを探す場所についての具体的な指⽰は、ベンダーのドキュメントを調べ
てください。

カスタムデータソースを My webMethods Server に接続するには、ドライバの JAR ファイルを
com.webmethods.caf.server バンドルのフラグメントとして宣⾔してから、My webMethods Server
ユーザインタフェースを使⽤してデータソースを追加する必要があります。

カスタムデータベースの新規データソースを追加するには

1. My webMethods Server が実⾏中であれば、停⽌します。

2. ドライバの *.jar ファイルを Software AG_directory\MWS\lib ディレクトリにコピーしま
す。

3. Software AG_directory\MWS\lib ディレクトリで、driver-name .bnd (driver-
name  はドライバの .jar ファイルの名前) という名前のテキストファイルを作成します。

たとえば、Oracle シンドライバ ojdbc6.jar を使⽤する場合、ファイル名は ojdbc6.bnd です。

4. このファイルで、OSGi バンドル変換の指⽰を指定します。

次の例で、斜体部分を適宜置換します。Bundle-Version には、JAR ファイルのバージョン番号を使⽤
するのが⼀般的ですが、任意の⼀意の値であれば有効です。実際、この例に⽰す値を使⽤できます。

# attach as fragment to the caf.server bundle 
Fragment-Host: com.webmethods.caf.server 
Bundle-SymbolicName: mws.jar.ojdbc6
Bundle-Version: 0.9.0 .v${tstamp} 
Include-Resource: ojdbc6 .jar 
-exportcontents: * 
Bundle-ClassPath: ojdbc6 .jar 
Import-Package: *;resolution:=optional
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5. コマンドラインプロンプトで、サーバの bin ディレクトリに移動します。
Software AG_directory \MWS\bin

6. 次のコマンドを⼊⼒します。
mws.bat -s serverName  update-osgi-profile

7. My webMethods Server インスタンスを再起動します。

8. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [データソース] > [データソースの追加]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] >
[データソース管理] > [データソースの追加]

9. [データソースの表⽰] パネルで My webMethods Server によって使⽤される⼀意のデータソース名を
[データソース名] に⼊⼒します。

10.データベースディレクトリサービスに使⽤するデータソースの識別に使⽤する表⽰名を [表⽰名] に⼊
⼒します。

11.[サーバタイプ] リストから [カスタム JDBC] を選択し、[次へ] をクリックします。

12.データソース接続に使⽤するカスタムドライバの JDBC 接続クラスを⼊⼒します。

13.有効な接続 URL を⼊⼒します。

14.接続先のデータベースに対して最低でも読み取りアクセス権のある有効なユーザ名とパスワードを⼊⼒
します。

15.[サブミット] をクリックします。

データソースの変更
メモ: デフォルトのデータソースである My webMethods Server データベースは変更できません。

My webMethods Server へのデータソース接続を変更するには、以下の⼿順に従います。

既存のデータソースを変更するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [データソース] > [データソースの表⽰]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] >
[データソース管理] > [データソースの表⽰]

2. 変更するデータソースの  (My webMethods の  をクリックし、[変更] を選択します。

3. [データソースのプロパティ] ウィザードの最初のページで、次を指定します。
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フィールド 説明

[データソース名] [データソースの表⽰] パネルで My webMethods Server によって使⽤され
るデータソース名として、別の⼀意の名前を⼊⼒します。

[表⽰名] データベースディレクトリサービスに使⽤するデータソースの識別に使⽤
する表⽰名として、別の名前を⼊⼒します。

[サーバタイプ] リストから別のデータベースタイプを選択します。

4. [進む] をクリックします。

5. [データソースプロパティ] ウィザードの 2 ページ⽬で、データソースの場所、名前、およびパスワー
ドを識別する 1 つ以上のフィールドを変更します。

6. [サブミット] をクリックします。

データソースの削除
メモ: デフォルトのデータソースである My webMethods Server データベースは削除できません。

My webMethods Server へのデータソース接続を削除するには、以下の⼿順に従います。

データソースを削除するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[管理] > [My webMethods] > [データソース] >
[データソースの表⽰]

システム管理者として次のように選択します。[管理] > [設定] > [データソース管理] > [データ
ソースの表⽰]

2. My webMethods で変更するデータソースの  または  をクリックし、[削除] を選択します。

電⼦メール設定の管理
[電⼦メール管理] ページでは、電⼦メールの処理時にサーバで使⽤されるメールサーバ設定を設定しま
す。

サーバ通知を送信するように電⼦メールサーバを設定するには

1. 以下のいずれかに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [電⼦メールサーバ]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [電
⼦メール管理]
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2. [電⼦メールのプロパティ] ページで次を指定します。

プロパティ 説明

[転送プロトコル] 使⽤する電⼦メールプロトコルを指定します。デフォルトの唯⼀有効な値は、
「smtp」です。

[SMTP ホスト] SMTP サーバを指定します。サーバのホスト名を指定します。たとえば、
「smtp.server.com」と⼊⼒します。複数のホストを指定する場合は、1 ⾏に 1
つのアドレスを⼊⼒します。

[SMTP ポート] ポート番号を指定します。SMTP サーバのポート番号を指定します。たとえ
ば、「25」と⼊⼒します。

[SMTP ユーザ名] オプション。My webMethods Server が認証のために提⽰するユーザ名を指
定します。SMTP サーバで認証が必要な場合に、認証チャレンジを満たすため
に提⽰するユーザ名を指定します。

[SMTP パスワード] オプション。[SMTP ユーザ名] に関連付けられているパスワードを指定しま
す。SMTP サーバで認証が必要な場合に、適切なパスワードを指定します。

[SMTP TLS 有
効]

オプション。暗号化 SMTP 接続 (TLS による) を使⽤するかどうかを⽰しま
す。SMTP サーバで認証が必要な場合に、以下のいずれかに設定します。

[はい]: TLS は有効です。

[いいえ]: (デフォルト) TLS は有効ではありません。

[SMTP タイムアウ
ト]

サーバからの応答を待機する最⼤時間を定義します。ミリ秒単位で指定しま
す。デフォルト値は 60000 です。

[SMTP 接続タイム
アウト]

特定の SMTP セッションの最⼤時間を定義します。ミリ秒単位で指定します。
デフォルト値は 60000 です。

[SMTP Debug
有効]

オプション。電⼦メールアクティビティのデバッグを有効にするかどうかを
⽰します。My webMethods Server は、デバッグ情報を My webMethods
Server ログに書き込みます。以下のいずれかに設定します。

[はい]: デバッグは有効です。

[いいえ]: (デフォルト) デバッグは有効ではありません。

[送信者名] デフォルトの「送信者」名を定義します。My webMethods Server が SMTP
サーバを使⽤して送信する電⼦メールメッセージの [送信者] フィールドで使
⽤されるデフォルトの名前を指定します。
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プロパティ 説明

メモ: このフィールド内のテキストは、RFC822 インターネットテキストメッセー
ジ規格の要件の対象です。たとえば、「(重要)」のようなカッコ内のテキストは
コメントとして扱われ、メッセージの作成時には削除されます。また、「[ステー
タス]」のような⼤カッコ内のテキストはオプションエレメントとして扱われ、同
様に削除されます。

[送信者の電⼦メー
ルアドレス]

デフォルトの「送信者」電⼦メールアドレスを定義します。My webMethods
Server が SMTP サーバを使⽤して送信する電⼦メールメッセージの [送信者]
フィールドで使⽤されるデフォルトの電⼦メールアドレスを指定します。

[スキン] オプション。My webMethods Server 電⼦メール通知をレンダリングすると
きに使⽤するスキンを指定します。My webMethods Server スキンを指定し
ます。

[管理電⼦メールア
ドレス]

My webMethods Server の管理者の電⼦メールアドレスを定義します。これ
は、サーバに代わって送信される管理電⼦メールメッセージの「送信者」アド
レスとして使⽤されます。

3. [設定の保存] をクリックします。

カレンダーの管理
Software AG Designer および My webMethods Server は、タスクの定義、割り当て、および動作を円
滑に⾏うためのビジネスカレンダーとユーザカレンダーの使⽤をサポートします。ビジネスとユーザの両⽅
のカレンダーは、My webMethods Server でセットアップと設定を⾏います。それぞれのタイプのカレン
ダーは、個別に設定されているため、ビジネスカレンダーのみ、ユーザカレンダーのみ、両⽅と分けて定義
することができます。

ユーザカレンダーとビジネスカレンダーは、タスクの割り当てとスケジュールで、Task Engine により
最も⾼い頻度で使⽤されます。ユーザカレンダーとビジネスカレンダーの作成と管理の詳細については、
『webMethods Task Engine Userʼs Guide』を参照してください。
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既存のユーザ、グループ、または役割の検索
以下のものを検索できます。

内部システムディレクトリサービス内に定義されたユーザおよびグループ

外部ディレクトリサービス内に定義されたユーザおよびグループ

役割

ユーザ、グループ、または役割を検索するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [ユー
ザ管理] > [User_type] > [検索]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [User_type  の管理] > [検索]

User_type は、[ユーザ]、[グループ]、または [役割] です。

2. ユーザおよびグループの場合は、[名前] リストから、ユーザまたはグループが定義されているディレ
クトリサービスを選択します。

[任意のディレクトリ] を選択した場合は、サーバと接続しているすべてのディレクトリサービスが検索さ
れます。

3. [検索] パネルの [キーワード] フィールドで、次のような検索条件を指定します。

ユーザを検索するには、名、姓、電⼦メールアドレス、またはユーザ ID を⼊⼒します。

グループを検索するには、グループ名、グループ ID、またはグループの電⼦メールアドレスを⼊
⼒します。

役割を検索するには、役割名または役割 ID を⼊⼒します。

検索では⼤⽂字と⼩⽂字が区別されません。テキストボックスを空⽩のままにすると、選択されたディ
レクトリサービス内のすべてのエントリに関する情報が My webMethods Server から返されます。

4. [実⾏] をクリックします。

My webMethods Server に、結果が表形式で表⽰されます。

検索結果のエクスポートの詳細については、118 ページの「.csv ファイルへの検索結果のエクスポー
ト」を参照してください。

拡張検索
システム管理者は、ユーザとグループの情報および拡張属性に基づいて、ユーザまたはグループの拡張検索
を実⾏できます。役割の拡張検索は実⾏できません。

ユーザまたはグループの拡張検索を実⾏するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。
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My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [ユー
ザ管理] > [User_type] > [検索]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [User_type  の管理] > [検索]

User_type は、[ユーザ]、[グループ]、または [役割] です。

2. ユーザまたはグループの場合は、[ディレクトリサービス] リストから、ユーザまたはグループが定義され
ているディレクトリサービスを選択します。

[任意のディレクトリ] を選択した場合は、サーバと接続しているすべてのディレクトリサービスが検索さ
れます。

3. ユーザの場合は、[コア属性] パネルで、[ユーザ情報] の⼀部である下記のフィールドのいずれかに⼊
⼒します。

フィールド 説明

[名前] 保存済み検索で使⽤する名を⼊⼒します。

[姓] 保存済み検索で使⽤する姓を⼊⼒します。

[ユーザ ID] 保存済み検索で使⽤するユーザ ID を⼊⼒します。

[電⼦メールアドレス] 保存済み検索で使⽤する電⼦メールアドレスを⼊⼒します。

4. グループの場合は、[コア属性] パネルで、[グループ情報] の⼀部である下記のフィールドのいずれか
に⼊⼒します。

フィールド 説明

[グループ名] 保存済み検索で使⽤するグループ名を⼊⼒します。

[グループ ID] 保存済み検索で使⽤するグループ ID を⼊⼒します。

[電⼦メールアドレス] 保存済み検索で使⽤するグループの電⼦メールアドレスを⼊⼒します。

5. [拡張属性] パネルで、以下の⽅法を使⽤して、拡張検索を選択します。

a. [属性プロバイダ] リストから属性プロバイダを選択します。

属性プロバイダの詳細については、203 ページの「属性プロバイダ」を参照してください。

b. [属性値] フィールドで、保存済み検索に使⽤する値を⼊⼒または変更します。

6. [実⾏] をクリックします。

My webMethods Server に、結果が表形式で表⽰されます。
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検索結果のエクスポートの詳細については、118 ページの「.csv ファイルへの検索結果のエクスポー
ト」を参照してください。

保存済み検索の使⽤
定期的に実⾏する検索については、検索条件を保存して再利⽤できます。

保存済み検索の作成
ユーザ、グループ、または役割の保存済み検索を作成するには、以下の⼿順に従います。

保存済み検索を作成するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [ユー
ザ管理] > [User_type] > [検索]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [User_type  の管理] > [検索]

User_type は、[ユーザ]、[グループ]、または [役割] です。

2. ユーザおよびグループの場合は、[ディレクトリサービス] リストで、検索するユーザを含むディレクトリ
サービスを選択します。

[任意のディレクトリ] を選択した場合は、サーバと接続しているすべてのディレクトリサービスが検索さ
れます。

3. [検索] パネルの検索フィールドで、以下のいずれかを指定します。

すべてのユーザ ID または⼀部のユーザ ID - ユーザの検索

すべてのグループ ID または⼀部のグループ ID - グループの検索

すべての役割名または⼀部の役割名 - 役割の検索

4. [保存] をクリックします。

5. [検索の保存] ダイアログボックスの [検索名] フィールドに、検索条件を特定できる名前を⼊⼒し、
[OK] をクリックします。

保存済み検索の使⽤
保存済み検索を使⽤して、条件に⼀致するユーザ、グループ、または役割を検索できます。

保存済み検索を実⾏するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [ユー
ザ管理] > [User_type] > [保存済み]
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システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [User_type  の管理] > [保存済み]

User_type は、[ユーザ]、[グループ]、または [役割] です。

2. [保存された検索] リストで保存済み検索の名前を選択し、[実⾏] をクリックします。

保存済み検索の変更
既存の保存済み検索を変更できます。

保存済み検索を変更するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [ユー
ザ管理] > [User_type] > [保存済み]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [User_type  の管理] > [保存済み]

User_type は、[ユーザ]、[グループ]、または [役割] です。

2. [保存された検索] リストで、変更する保存済み検索の名前を選択して [詳細] をクリックします。

3. 次のいずれかの⼿順に従います。

[保存済み] パネルの検索フィールドで、検索条件を変更します。

ユーザおよびグループの場合は、[ディレクトリサービス] リストで、検索を⾏う対象のディレクトリ
サービスを変更します。

ユーザの場合は、[コア属性] パネルで次のいずれかのフィールドを追加、変更、または削除しま
す。

名

姓

ユーザ ID

電⼦メールアドレス

122 ページの「ユーザ情報」で説明されているように、コアユーザ属性は [ユーザ情報] パネルの
ユーザ属性フィールドと⼀致します。

グループの場合は、[コア属性] パネルで次のいずれかのフィールドを追加、変更、または削除し
ます。

グループ名

グループ ID

電⼦メールアドレス

134 ページの「グループ情報」で説明されているように、コアユーザ属性は [グループ情報] パネル
のグループ属性フィールドと⼀致します。



M
Even Header

ユーザ、グループ、および役割の検索

My webMethods Server 管理者ガイド バージョン 10.4 118

[拡張属性] パネルで、以下の⽅法を使⽤して、拡張検索を選択します。

i. [属性プロバイダ] リストから属性プロバイダを選択します。

属性プロバイダの詳細については、203 ページの「属性プロバイダ」を参照してください。

ii. [属性値] フィールドで、保存済み検索に使⽤する値を⼊⼒または変更します。

4. [保存] をクリックして、保存済み検索を更新します。

保存済み検索の削除
保存済み検索が不要になった場合には、削除できます。

保存済み検索を削除するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [ユー
ザ管理] > [User_type] > [保存済み]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [User_type  の管理] > [保存済み]

User_type は、[ユーザ]、[グループ]、または [役割] です。

2. [保存された検索] リストで、削除する保存済み検索の名前を選択して [削除] をクリックします。

.csv ファイルへの検索結果のエクスポート
検索結果パネルに [表のエクスポート] 機能が含まれている場合、検索結果をカンマ区切りテキストファイル
(.csv ファイル) にエクスポートできます。

検索結果を .csv ファイルにエクスポートすると、.csv ファイルを Microsoft Excel、Microsoft Access、
または .csv ファイル形式をサポートしているその他のアプリケーションにインポートできます。

検索結果をエクスポートするには

1. 検索結果パネルで [表のエクスポート] をクリックします。

2. [⽂字エンコーディング] リストから、使⽤する⽂字エンコーディングを選択します。

3. [エクスポート] をクリックします。

4. ブラウザのファイルダウンロード機能を使⽤して、.csv ファイルを保存する場所を参照します。
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ユーザとグループの管理について
My webMethods Administrator またはシステム管理者 (または、152 ページの「My webMethods
Server における役割について」で説明する管理特権を持つユーザ) は、ユーザおよびグループを管理でき
ます。

ユーザ
My webMethods にアクセスするには、システムがユーザの定義情報にアクセスできる必要があります。
ユーザの定義は以下の⽅法で⾏うことができます。

内部システムディレクトリサービスにユーザを追加するシステムへのログインの際に⼊⼒するユーザ ID および
ユーザパスワードなど、ユーザに関するすべての情報を指定します。内部システムディレクトリ内の
ユーザ管理⽅法の詳細については、121 ページの「ユーザの管理」を参照してください。

外部ディレクトリサービス内の定義済みユーザにアクセスする1 つ以上の外部ディレクトリサービス内にユーザ
が定義されている場合は、外部ディレクトリサービスを使⽤するように My webMethods Server を
設定できます。結果として、これらのユーザは My webMethods にアクセスして使⽤できるようにな
ります。詳細については、88 ページの「外部ディレクトリサービスの管理」を参照してください。

メモ: My webMethods Server では、内部システムディレクトリサービスに定義されたユーザと外部ディ
レクトリサービスに定義されたユーザの両⽅を組み合わせて使⽤できます。

グループ
ユーザの集合を論理的に編成してグループを作成すれば、個々のユーザを識別する代わりに、グループ名を
使⽤してユーザのグループを識別できます。たとえば、ユーザのグループを役割に割り当てる場合、個々の
ユーザを指定する代わりに、これらのユーザを含むグループを役割に割り当てることができます。

グループを定義するには、以下を実⾏します。

内部システムディレクトリサービスにグループを追加するグループに関する情報を指定し、メンバーシップを定
義します。個々のユーザまたは他のグループをメンバーとして割り当てることができます。内部システ
ムディレクトリサービス内に定義されたグループに割り当てるユーザおよびグループは、内部システム
ディレクトリサービスに定義されている必要があります。つまり、外部ディレクトリサービス内に定義
されたユーザまたはグループを内部的に定義されたグループに割り当てることはできません。内部シス
テムディレクトリ内のグループ管理⽅法の詳細については、132 ページの「グループの管理」を参照
してください。

外部ディレクトリサービス内の定義済みグループにアクセスする1 つ以上の外部ディレクトリサービス内に定
義されたグループを使⽤する場合は、外部ディレクトリサービスを使⽤するように My webMethods
Server を設定します。詳細については、88 ページの「外部ディレクトリサービスの管理」を参照し
てください。

メモ: My webMethods Server では、内部システムディレクトリサービスに定義されたグループと外部
ディレクトリサービスに定義されたグループの両⽅を組み合わせて使⽤できます。
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ユーザの管理

ユーザの追加
ユーザが My webMethods にアクセスして使⽤できるようにするには、ユーザを内部システムディレク
トリサービスに追加するか、ユーザが定義されている外部ディレクトリサービスを使⽤するように My
webMethods Server を設定する必要があります。外部ディレクトリサービスの設定の詳細について
は、88 ページの「外部ディレクトリサービスの管理」を参照してください。以下の⼿順は、内部システム
ディレクトリサービスにユーザを追加する⽅法を⽰しています。

メモ: My webMethods Administrator が新規システムユーザを追加した場合、そのユーザは⾃動的に My
webMethods Users 役割に追加されます。システム管理者が新規ユーザを追加した場合、そのユーザは⾃
動的には My webMethods Users 役割に追加されません。

ユーザを追加するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [ユーザ] > [ユーザの追加]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [ユーザの管理] > [ユーザの追加]

2. 内部システムディレクトリサービスに追加するユーザに関して、以下のフィールドに⼊⼒します。

フィールド 説明

[ユーザ ID] 追加するユーザに割り当てるユーザ ID。My webMethods Server
は、ユーザ ID を使⽤してユーザの識別名 (DN) を作成します。

ユーザ ID は 1〜226 ⽂字の ASCII 英数字で指定します。空⽩を含
めることはできません。ユーザ ID では⼤⽂字と⼩⽂字が区別されま
せん。

メモ: My webMethods Server では、ユーザが指定した⼤⽂字/⼩⽂字
を使⽤して内部システムディレクトリサービスにユーザ ID が追加され
ます。⼀般的に My webMethods Server では、ユーザ ID の⼤⽂字と
⼩⽂字は区別されませんが、⼤⽂字と⼩⽂字を区別するアクション (た
とえば HTTP 認証) の場合は、ユーザが指定した⼤⽂字/⼩⽂字が My
webMethods Server によって使⽤されます。

[パスワード} 新規ユーザのパスワード。

[パスワードの確認] [パスワード] フィールドに指定したものと同じパスワード。
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フィールド 説明

[名] 追加するユーザの名。My webMethods Server では、ユーザインタ
フェースの各ページでユーザの名前を表⽰する際に、ユーザの名およ
び姓が使⽤されます。

[姓] 追加するユーザの姓。

[電⼦メールアドレス] 追加するユーザの電⼦メールアドレス (オプション)。My
webMethods Server からユーザに電⼦メールメッセージで通知を送
信する必要がある場合に、電⼦メールアドレスが使⽤されます。

3. [作成] をクリックします。

ユーザ情報の編集
内部システムディレクトリサービスに定義されたユーザの情報を編集できます。外部ディレクトリサー
ビスに定義されたユーザについては、My webMethods Server 固有の情報のみ編集可能です。My
webMethods Server が外部ディレクトリから取得する設定値を変更するには、外部ディレクトリサービス
のディレクトリを更新する必要があります。My webMethods Server が維持するユーザ関連のフィールド
のリストについては、122 ページの「ユーザ情報」を参照してください。

ユーザを編集するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [ユーザ]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [ユーザの管理]

2. 編集するユーザを検索します。詳細については、114 ページの「既存のユーザ、グループ、または役
割の検索」を参照してください。

3. 検索結果で、編集するユーザの⾏にある任意のリンクをクリックするか、  をクリックします。

4. ユーザの情報を変更し、[保存] をクリックします。

フィールドが更新可能であるか表⽰専⽤であるかを含めて、各パネルの全フィールドの説明について
は、「122 ページの「ユーザ情報」」を参照してください。

重要: My webMethods Server は、さまざまなパネルに情報をグループ化して表⽰します。1つのパ
ネルで情報を変更したら、別のパネルを選択する前に、必ず [保存] をクリックしてください。

ユーザ情報
My webMethods Administrator および sysadmin ユーザは、どちらもユーザの情報を編集できます。My
webMethods の [ユーザの編集] ページのユーザ属性は、sysadmin インタフェースのものとは異なりま
す。
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次の表は、My webMethods Server が維持するユーザ関連の情報を⽰しています。

メモ: すべてのロケール属性のデフォルト設定は、NULL 値を表しています。

ユーザ情報
[ユーザ情報] セクションには、内部システムディレクトリサービスにユーザを追加する際に指定するすべ
ての属性が含まれています。外部ディレクトリサービス内のユーザの [ユーザ情報] 属性を編集することは
できません。このセクションはユーザプロファイルの⼀部です。⼀部のフィールド (パスワードおよび電⼦
メールアドレス) はユーザによる更新が可能です。次の表に、[ユーザ情報] セクションに含まれる属性を⽰
します。

フィールド 説明

[ユーザ ID] 新しいユーザを追加する場合に必須。My webMethods へのログ
インでユーザが⼊⼒する ID。ユーザがこのフィールドを更新する
ことはできません。

[パスワード] 新しいユーザを追加する場合に必須。My webMethods へのロ
グインでユーザが⼊⼒する必要のあるパスワード。ユーザインタ
フェースでは My webMethods Server がこのフィールドをマス
クします。ユーザのパスワードを変更するには、[パスワード] お
よび [パスワードの確認] フィールドを更新します。

[パスワードの確認] 新しいユーザを追加する場合に必須。[パスワード] フィールドと同
じ。

[名前] 新しいユーザを追加する場合に必須。ユーザの名前には、次の特殊
⽂字は使⽤できません: >、'、"、および &。

[姓] 新しいユーザを追加する場合に必須。ユーザの姓には、次の特殊⽂
字は使⽤できません: <、>、'、"、および &。

[電⼦メールアドレス] My webMethods Server がユーザに通知を送信するのに使
⽤する電⼦メールアドレス。次の特殊⽂字は使⽤できません:
<、>、'、"、および &。

[識別名 (DN)] ユーザの識別名。指定されたユーザ情報をもとに My
webMethods Server がこの値を⽣成します。ユーザがこのフィー
ルドを更新することはできません。

[ログインを無効にする] 内部システムディレクトリ内のユーザにのみ適⽤。ユーザに My
webMethods へのログインを許可するかどうかを⽰します。
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[ユーザ属性]
[ユーザプロファイル] タブには、ユーザが属するディレクトリサービスとは無関係に、My webMethods
Server が維持する属性が含まれます。次の表に、[ユーザプロファイル] タブに含まれる属性を⽰します。

フィールド 説明

[名前] [ユーザ情報] セクションに定義されたユーザの名。[ユーザプロ
ファイル] タブでこのフィールドを編集することはできません。名
前を変更するには、[ユーザ情報] セクションで値を編集します。

[姓] [ユーザ情報] セクションに定義されたユーザの姓。[ユーザプロ
ファイル] タブでこのフィールドを編集することはできません。姓
を変更するには、[ユーザ情報] セクションで値を編集します。

[ミドルネーム] ユーザのミドルネーム。

[タイトル] Mr.、Mrs.、Ms. などのユーザの敬称。使⽤したい敬称がリストに
ない場合は、[その他] を選択します。

[名前サフィックス] ユーザ名の後に表⽰するサフィックス。Jr.、Sr.、PhD、III など
(該当する場合)。使⽤したいサフィックスがリストにない場合は、
[その他] を選択します。

[優先する⾔語/ロケール] ユーザの⾔語およびロケール。

[住所 1][住所 2] ユーザの住所の番地。

[カスタム住所表記] ユーザの住所に郵便番号以上の情報が必要な場合に指定する追加情
報 (特別な説明など)。

[市町村] ユーザが所在する市町村。

[都道府県] ユーザが所在する都道府県。

[郵便番号] ユーザの郵便番号。たとえば、ユーザの所在地が⽶国の場合は ZIP
コードです。

[国/地域 ID] ユーザが所在する国。

[電話 1: 市外局番] ユーザの市外局番。

[電話 1: 番号] ユーザの電話番号。



M
Odd Header

ユーザとグループの管理

My webMethods Server 管理者ガイド バージョン 10.4 125

フィールド 説明

[電話 1: 内線] ユーザの内線番号 (該当する場合)。

[電話 1: 国番号] ユーザの電話番号に関連付けられた国番号。

[デフォルトの⽇付形式] ⽇付を表⽰するときに My webMethods で使⽤する形式。⽇付形
式の詳細については、SimpleDateFormat の Javadoc を参照して
ください。

[デフォルトの時間形式] 時間を表⽰するときに My webMethods で使⽤する形式。時間形
式の詳細については、SimpleDateFormat の Javadoc を参照して
ください。

[デフォルトのタイムゾーン] 時間を表⽰するときに My webMethods で使⽤するタイムゾー
ン。

[デフォルトの数値形式] 数値を表⽰するときに My webMethods で使⽤する形式。数値形
式の詳細については、DecimalDateFormat の Javadoc を参照し
てください。

[デフォルトの通貨形式] 通貨を表⽰するときに My webMethods で使⽤する形式。通貨形
式の詳細については、DecimalDateFormat の Javadoc を参照し
てください。

[Android サブスクリプ
ション]

ユーザプロファイル⽤にモバイル通知の受信をサブスクライブする
Android デバイスを表⽰します。

[iOS サブスクリプション] ユーザプロファイル⽤にモバイル通知の受信をサブスクライブする
iOS デバイスを表⽰します。

[作成⽇時] ユーザプロファイルが作成された⽇時を表⽰します。ユーザがこの
フィールドを更新することはできません。

[最終更新⽇時] [ユーザの編集] ページでユーザプロファイルが最後に変更された
⽇時を表⽰します。ユーザがこのフィールドを更新することはでき
ません。

[ユーザ設定] タブでは、My webMethods で情報を表⽰するときに使⽤される設定の⼀覧を⽰しま
す。ユーザ設定は、それぞれのプロファイルから更新できます。詳細については、「Working with My
webMethods」を参照してください。次の表に、[ユーザ設定] タブに含まれる属性を⽰します。
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フィールド 説明

[開始ページ] プロファイル⽤の開始ページを⽰します。変更するには、以下のオ
プションのいずれか 1 つを選択します。

[アプリケーションページ] - アプリケーションページを開始ペー
ジとして開きます。

[ワークスペース] - ワークスペースを開始ページとして開きま
す。

[消去] - デフォルト設定に復元します。

[1 ページのアイテム数] このユーザに対してアイテムを表に表⽰する際に、1 ページに含め
るアイテムの数。

[ログイン時に開いてるタブ
を閉じる]

My webMethods Server へのログイン時に、前回のセッションで
開いていたすべてのタブを閉じるかどうかを⽰します。

[ログイン時に最後にアク
ティブだったタブを開く]

My webMethods Server へのログイン時に、前回のセッションで
最後にアクティブだったタブを開くかどうかを⽰します。

[ワークスペースの削除時に
確認を表⽰]

ユーザがワークスペースを削除するときに、My webMethods
Server が確認ダイアログボックスを表⽰するかどうかを⽰しま
す。

[ウィンドウの削除時に確認
を表⽰]

ユーザがワークスペースからウィンドウを削除するときに、My
webMethods Server が確認ダイアログボックスを表⽰するかどう
かを⽰します。

[すべてのタブを閉じるときに
確認を表⽰]

ユーザが開いているすべてのタブを閉じるときに、My
webMethods Server が確認ダイアログボックスを表⽰するかどう
かを⽰します。

[別のワークスペースに移動
するときに⾃動的に保存]

ユーザが別のワークスペースに移動するときに、My webMethods
Server が現在のワークスペースを⾃動的に保存するかどうかを⽰
します。

[役割] タブには、ユーザに割り当てられた役割、および各役割に関連する動的属性が表⽰されます。役割
および動的属性の詳細については、154 ページの「役割の作成」 および 161 ページの「役割に関連付
ける動的属性の定義」 を参照してください。

メモ: ユーザに動的役割を割り当てた場合、役割のリストが常に正確であるとは限りません。My
webMethods Server は、ユーザが My webMethods にログインしたときに、属性を評価し、ユーザが
属する役割を判別します。ユーザセッション中にユーザ属性が変更され、役割のメンバーとしての適格性
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が失われた場合でも、ユーザは次回のログイン時まで My webMethods Server によってその役割のメン
バーと⾒なされます。

次の表に、[役割] タブに含まれる属性を⽰します。

フィールド 説明

[役割の優先順位] ユーザに割り当てられた役割。優先順位に従って⼀覧表⽰されま
す。順序を変更するには、役割を上下に移動します。

[役割メンバー属性] 選択した役割に関連付けられた動的属性。動的属性は、役割に関し
てさらに詳細な情報を提供します。属性ごとに、下記の情報が表⽰
されます。

[属性] - 役割に属性を追加する際に指定する表⽰名。

[データタイプ] - 属性のデータタイプ。

[役割値] - 属性のデフォルト値。ユーザ固有の値が優先されない
限り、すべてのユーザにこの値が割り当てられます。

[ユーザ値] - この属性のユーザ固有の値。

たとえば、「お客様サービス」という役割に [場所] 属性を追加し
て、「お客様サービス」役割に割り当てられたユーザがどこに配
置されているかを⽰すことができます。役割およびユーザ属性の変
更の詳細については、161 ページの「役割に関連付ける動的属性
の定義」 および 162 ページの「動的属性のユーザ固有の値の指
定」 を参照してください。

[カレンダー] タブには、ビジネスまたは個⼈で使⽤するためのユーザカレンダーに関する情報が表⽰さ
れます。ユーザカレンダーとビジネスカレンダーの作成と管理の詳細については、『webMethods Task
Engine Userʼs Guide』を参照してください。次の表に、[カレンダー] タブに含まれる属性を⽰します。

フィールド 説明

[ユーザビジネスカレンダー] ビジネスカレンダーとして使⽤されるカレンダー。

[ユーザパーソナルカレン
ダー]

パーソナルカレンダーとして使⽤されるカレンダー。

[LDAP 属性] タブ - ユーザが外部ディレクトリサービスに定義されている場合は、このタブに、外部ディ
レクトリサービスからの固有の属性のセットが表⽰されます。LDAP 属性は sysadmin が設定する必要が
あります。詳細については、207 ページの「外部ディレクトリサービスの LDAP 属性の公開」を参照し
てください。

[データベース属性] タブ - ユーザが外部データベースディレクトリサービスに定義されている場合は、
このタブに、外部データベースディレクトリサービスからの固有の属性のセットが表⽰されます。データ
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ベース属性は sysadmin が設定する必要があります。詳細については、208 ページの「外部ディレクト
リサービスのデータベース属性の公開」を参照してください。

[グループ] タブには、ユーザが属するグループが表⽰されます。次の表に、[グループ] タブに含まれる属
性を⽰します。

フィールド
 

[場所] My webMethods Server がユーザのグループメンバーシップにつ
いての情報を取得したディレクトリを⽰します。

[グループメンバーシップ] 選択可能なグループメンバーシップのオプション。⽮印ボタンを
使⽤してオプションを [選択された項⽬] フィールドに移動し、[適
⽤] ボタンをクリックして新しいグループに追加します。

[選択された項⽬] ユーザに割り当てられたグループ (ある場合)⽮印ボタンを使⽤し
てオプションを [グループメンバーシップ] フィールドに移動し、
[適⽤] ボタンをクリックしてユーザのグループメンバーシップか
ら削除します。

ユーザデータのエクスポート
My webMethods ユーザインタフェースまたは API コールを使⽤して、プロファイルデータをエクスポー
トできます。

My webMethods Server は .json ファイル形式でユーザのパーソナルデータをエクスポートします。

My webMethods のユーザデータをエクスポートするには

1. [ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [ユーザ管理] > [ユーザ] に
移動します。

2. [ユーザ] リストで、プロファイルデータをエクスポートするユーザのユーザ名をクリックします。

3. [ユーザ属性] セクションの [ユーザプロファイル] タブで、[ユーザデータのエクスポート] をクリック
します。

My webMethods Server REST API を使⽤するユーザデータのエクスポート
My webMethods Server REST API を使⽤しているユーザのデータをエクスポートするには、以下のエン
ドポイントに対して GET 要求を⾏います。

http://server_url :8585/api/users/personalData/userID

使⽤上の注意
この API には Administrator 特権が必要です。
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例
ホスト mws.company.com のポート 8585 で稼働している My webMethods Server から、ID myUser のプロ
ファイルデータをエクスポートする場合、次の URL を使⽤します。

http://mws.company.com:8585/api/users/personalData/myUser

グループへのユーザの割り当て
内部システムディレクトリサービス内で定義したユーザを、同様に内部システムディレクトリサービス内
で定義したグループに割り当てることができます。グループの作成の詳細については、133 ページの「グ
ループの追加」を参照してください。

メモ: 外部ディレクトリサービス内に定義したユーザを、内部システムディレクトリ内で定義したグルー
プに割り当てることはできません。また、内部システムディレクトリサービス内で定義したユーザを外部
的に定義されたグループに割り当てることもできません。ただし、内部ユーザと外部ユーザの両⽅を 1 つ
の役割に割り当てることは可能です。151 ページの「役割および My webMethods へのアクセスの管
理」を参照してください。

システムディレクトリサービス内のユーザをシステムディレクトリサービス内のグループに割り当てるには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [ユーザ]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [ユーザの管理]

2. グループに割り当てるユーザを検索します。詳細については、114 ページの「既存のユーザ、グルー
プ、または役割の検索」を参照してください。[名前] リストから必ず「system」を選択してくださ
い。

3. 検索結果で、編集するユーザの⾏にある任意のリンクをクリックするか、  をクリックします。

4. [グループ] をクリックします。

5. ユーザをメンバーとするグループを [選択された項⽬] ボックスに移動します。

6. すべてのグループを [選択された項⽬] ボックスに移動したら、[保存] (システム管理の場合は [適⽤])
をクリックします。

ユーザのログインの無効化
内部システムディレクトリサービスに定義されているユーザに、My webMethods Server へのログイン機
能を使⽤させないようにできます。外部ディレクトリサービスに定義されているユーザのログインを無効に
するには、103 ページの「ユーザアカウントの無効化」を参照してください。

メモ: Integration Server や Optimize など、認証に共通ディレクトリサービスを使⽤する webMethods
製品は、この機能の影響を受けます。My webMethods Server で無効になっているユーザは、他の製品で
も同様に無効になります。
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ユーザのログインを無効にするには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [ユーザ]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [ユーザの管理]

2. 編集するユーザを検索します。詳細については、114 ページの「既存のユーザ、グループ、または役
割の検索」を参照してください。

3. 検索結果で、無効にするユーザの⾏にある任意のリンクをクリックするか、  をクリックします。

4. [ログインが無効] オプションを選択し、[保存] をクリックします。

ユーザの削除
内部システムディレクトリサービス内の定義済みユーザを削除できます。

内部システムディレクトリサービスからユーザを削除するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [ユーザ]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [ユーザの管理]

2. 削除するユーザを検索します。詳細については、114 ページの「既存のユーザ、グループ、または役
割の検索」を参照してください。[名前] リストから必ず「system」を選択してください。

3. 検索結果で、削除するユーザのユーザ ID の横のチェックボックスをオンにして、[削除] をクリック
します。

My webMethods Server REST API を使⽤するユーザの削除
My webMethods ユーザが My webMethods Server REST API を使⽤している場合、このユーザを削除
するには以下のエンドポイントに対して DELETE 要求を⾏います。

http://server_url :8585/api/users/userID

使⽤上の注意
この API には Administrator 特権が必要です。

この API で削除された LDAP ユーザおよびデータベースユーザは、外部ディレクトリから削除される
まで My webMethods にログインできます。

例
ホスト mws.company.com のポート 8585 で稼働している My webMethods Server から ID myUser のユー
ザプロファイルを削除する場合、次の URL を使⽤します。
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http://mws.company.com:8585/api/users/myUser

ユーザホームフォルダの検索 (システム管理者のみ)
システム管理者はユーザのパーソナルフォルダを検索および参照できます。権限の変更によりユーザがアイ
テムを使⽤できなくなった場合や、ユーザがサーバのアクティブユーザでなくなったときにコンテンツを削
除する場合は、この機能を使⽤します。

ユーザのホームフォルダを検索するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理] >
[ユーザホームフォルダの検索]

2. [参照] をクリックします。

3. ユーザを選択するには、[選択された項⽬] ボックスにユーザを移動し、[選択] をクリックします。

4. 選択したユーザのホームフォルダを開くには、[適⽤] をクリックします。

ユーザデータの管理
GDPR (General Data Protection Regulation: EU⼀般データ保護規則) などのデータ保護の法律や規則で
は、ユーザプロファイルを削除した後でも、特定のユーザデータの取り扱いが必要となる場合があります。

ユーザデータの完全性を確保するために、My webMethods Server は My webMethods 内でユーザプロ
ファイルが最初に登録されたときのタイムスタンプと、現在のログインセッションの前に最後に変更が⾏わ
れたときのタイムスタンプを保存しています。両⽅のタイムスタンプは、ユーザおよび管理者がプロファイ
ルのユーザ情報の⼀部として確認できます。My webMethods ユーザは、プロファイルのタイムスタンプ
を表⽰して、すべてのプロファイルの変更を確認できます。

ユーザアカウントを削除しても、ログファイル内のユーザを識別するデータは削除されないため、管理者は
My webMethods Server ログデータをクリーンアップするときの参照としてタイムスタンプを使⽤できま
す。

また、管理者は My webMethods Server を設定して、ユーザのプロファイルがユーザまたは管理者のい
ずれかによって変更された場合に、ユーザに電⼦メール通知を送信したり、通知メールに含まれる詳細のレ
ベルを決めたりすることができます。

GDPR およびデータ保護設定の詳細については、以下を参照してください。

131 ページの「GDPR 設定の指定」

122 ページの「ユーザ情報」

128 ページの「ユーザデータのエクスポート」

130 ページの「ユーザの削除」

252 ページの「サーバのログの制御」

GDPR 設定の指定
My webMethods の [GDPR 設定] ページで、GDPR 準拠のユーザデータ保護オプションを有効または無効
にします。
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1. Administrator として、[アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [ユーザ管理] > [GDPR 設
定] に移動します。

2. GDPR オプションを有効にするには、[GDPR の有効化] チェックボックスをオンにします。

3. オプションで、以下の⼿順を実⾏して電⼦メール通知を設定します。

a. [通知タイプの選択] ドロップダウンリストから、電⼦メール通知を設定するユーザプロファイル
イベントを選択します。

使⽤可能な通知タイプは、[更新通知] と [削除通知] です。

b. [通知の有効化] ドロップダウンリストから、イベントの電⼦メール通知を有効または無効にしま
す。

c. [通知件名] フィールドでカスタマイズした件名を⼊⼒するか、デフォルトのテキストのまま残し
ます。

d. [通知内容] フィールドで、必要に応じてメッセージ本⽂を変更します。

⼆重カッコで囲まれた⽂字列は、My webMethods Server が使⽤する変数であり、メッセージ内
の My webMethods ユーザのユーザ名を含めるために使⽤します。{{user}} 変数はメッセージを
受信するユーザ、{{actor}} 変数はプロファイルに変更を加えるユーザ、{{changes}} 変数はプロ
ファイルの変更についての詳細を⽰します (設定されている場合)。次の例のように、テキスト内
の変数を移動することができます。

デフォルトのメッセージ:

Dear {{user}},
Your personal data has been modified.
{{changes}}
The account was updated by user logged-in as {{actor}}.

変更後のメッセージ:

Hello {{user}},
You are receiving this message because 
{{actor}} has modified your profile data.
Modifications:
{{changes}}

4. オプションで、変更したプロファイル属性のどの情報を含めるかを指定します。詳細オプションは、通
知メッセージ内の {{changes}} 変数を置き換えます。オプションは次のとおりです:

[詳細なし] - デフォルト。変更した属性についての詳細情報を含めません。

[変更した属性名を含む] - 変更した属性の名前のみを通知メッセージに含めます。

[変更した属性と値を含む] - 変更した属性の名前と値を通知メッセージに含めます。

5. [保存] をクリックします。

通知設定およびメッセージテキストを通知タイプごとに別々に設定します。

グループの管理
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グループの追加
内部システムディレクトリサービス内にユーザのグループを定義できます。そのためには、最初にグループ
を作成します。グループを作成したら、グループにメンバーを追加できます。

グループを作成するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [グループ] > [グループの追加]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [グループの管理] > [グループの追加]

2. 内部システムディレクトリサービスに追加するグループに関して、以下のフィールドに⼊⼒します。

フィールド 説明

[グループ ID] グループの ID。My webMethods Server は、グループの DN
(Distinguished Name : 識別名) でこの ID を使⽤します。

グループ ID は 1〜255 ⽂字の ASCII 英数字で指定します。空⽩を含め
ることはできません。グループ ID では⼤⽂字と⼩⽂字が区別されませ
ん。

[グループ名] 追加するグループに割り当てる名前。グループ名は 1〜255 ⽂字で指定
します。

[電⼦メールアドレス] 追加するグループの電⼦メールアドレス (オプション)。

3. [作成] をクリックします。

グループ情報の編集
内部システムディレクトリサービスに定義されたグループの情報を編集できます。グループが外部ディレク
トリサービスに定義されている場合は、My webMethods Server が外部ディレクトリから取得する設定値
を変更するには、外部ディレクトリサービスのディレクトリを更新する必要があります。My webMethods
Server が維持するグループ関連のフィールドのリストについては、134 ページの「グループ情報」を参
照してください。

グループを編集するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [グループ]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [グループの管理]
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2. 編集するグループを検索します。詳細については、114 ページの「既存のユーザ、グループ、または
役割の検索」を参照してください。

3. 検索結果で、編集するグループの⾏にある任意のリンクをクリックするか、  をクリックします。

4. グループの情報を変更し、[保存] (システム管理の場合は [適⽤]) をクリックします。

フィールドが更新可能であるか表⽰専⽤であるかを含めて、各パネルの全フィールドの説明について
は、「134 ページの「グループ情報」」を参照してください。

重要: My webMethods Server は、さまざまなパネルに情報をグループ化して表⽰します。1つのパ
ネルで情報を変更したら、別のパネルを選択する前に、必ず [保存] (システム管理の場合は [適⽤])
をクリックしてください。

グループ情報
次の表は、My webMethods Server が維持するグループ関連の情報を⽰しています。この表のパネル欄
は、[グループの編集] ページのどのパネルにフィールドが配置されているかを⽰します。

パネル 説明

[グループ情
報]

グループの追加時にユーザが指定する属性。

 
フィールド 説明

 
[グループ ID] グループに割り当てられたグループ ID。グループ ID は

グループの追加時に定義されます。変更はできません。

 
[グループ名] グループのグループ名。

 
[電⼦メールアドレス] グループの電⼦メールアドレス。

 
[識別名 (DN)] グループの識別名。ユーザがこのフィールドを更新する

ことはできません。このフィールドは、グループに関して
定義された情報を使⽤して、My webMethods Server に
よって形成されます。

[グループ] 現在のグループが属するグループ。

 
フィールド 説明

 
[場所] My webMethods Server で、左側パネルの [グループメン

バーシップ] フィールドに表⽰されたアイテムがどこから⼊
⼿されたかを⽰します。
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パネル 説明

 
[グループメンバーシッ
プ]

左側のパネルには、選択可能なアイテムが表⽰されます。

 
[選択された項⽬] 右側のパネル、[選択された項⽬] には、グループが割り当

てられているグループが表⽰されます (ある場合)。

 
[検索] [検索] フィールドを使⽤して、左側パネルの [グループメ

ンバーシップ] からアイテムを迅速に検索できます。左側の
パネルに、1 ページに表⽰しきれないほど多くのアイテム
が含まれている場合は、この⽅法が便利です。

[グループメン
バー]

このグループに割り当てられたメンバー。メンバーはユーザまたは他のグループで
す。

 
フィールド 説明

 
[場所] My webMethods Server で、左側パネルの [グループのメ

ンバー] フィールドに表⽰されたアイテムがどこから⼊⼿
されたかを⽰します。

 
[グループメンバー] 左側のパネルには、選択可能なアイテムが表⽰されます。

 
[選択された項⽬] 右側のパネル、[選択したアイテム] には、グループのメン

バーであるユーザおよびグループが表⽰されます。

 
[検索] [検索] フィールドを使⽤して、左側パネルの [グループの

メンバー] からアイテムを迅速に検索できます。左側のパ
ネルに、1 ページに表⽰しきれないほど多くのアイテムが
含まれている場合は、この⽅法が便利です。

[LDAP 属
性]

グループが外部ディレクトリサービスに定義されている場合は、このパネルに、外部
ディレクトリサービスからの属性のセットが表⽰されます。このパネルのフィールド
は、外部ディレクトリサービスに基づいています。LDAP 属性はシステム管理者が設
定する必要があります。207 ページの「外部ディレクトリサービスの LDAP 属性
の公開」を参照してください。

[データベース
属性]

ユーザが外部データベースディレクトリサービスに定義されている場合は、このパネ
ルに、外部データベースディレクトリサービスからの属性のセットが表⽰されます。
このパネルのフィールドは、外部データベースディレクトリサービスに基づいていま
す。データベース属性はシステム管理者が設定する必要があります。208 ページの
「外部ディレクトリサービスのデータベース属性の公開」を参照してください。
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グループのメンバーの管理
グループのメンバーは、ユーザまたは他のグループです。内部システムディレクトリサービスに定義された
グループに、同じディレクトリサービス内に定義されているメンバーを追加できます。

メモ: 外部ディレクトリサービス内に定義されたユーザまたはグループを操作するには、外部ディレクトリ
サービスから提供されているメカニズムを使⽤します。

内部システムサービスディレクトリに定義されたグループのメンバーを管理するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [グループ]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [グループの管理]

2. 編集するグループを検索します。詳細については、114 ページの「既存のユーザ、グループ、または
役割の検索」を参照してください。

3. 検索結果で、編集するグループの⾏にある任意のリンクをクリックするか、  をクリックします。

4. [グループのメンバー] をクリックします。

5. グループのメンバーを管理するには、以下のいずれかを⾏います。

ユーザ (システムディレクトリサービス内) をグループに追加するには、[選択された項⽬] ボック
スにユーザを移動します。

グループからユーザを削除するには、[選択された項⽬] ボックスからユーザを移動します。

グループ (システムディレクトリサービス内) をグループに追加するには、[選択された項⽬] ボッ
クスにグループを移動します。

グループからグループを削除するには、[選択された項⽬] ボックスからグループを移動します。

6. グループに追加するすべてのメンバーが [選択したアイテム] リストに表⽰されたら、[保存] (システム
管理の場合は [適⽤]) をクリックします。

グループを別のグループのメンバーにする
両⽅のグループが内部システムディレクトリサービスに定義されていれば、グループを別のグループのメン
バーにすることができます。あるグループを別のグループのメンバーにすると、最初のグループのすべての
メンバーが、2 番⽬のグループのメンバーになります。

メモ: 外部ディレクトリサービス内に定義したグループを、内部システムディレクトリ内で定義したグルー
プに割り当てることはできません。また、内部システムディレクトリサービス内で定義したグループを外
部的に定義されたグループに割り当てることもできません。ただし、内部グループと外部グループの両⽅
を 1 つの役割に割り当てることは可能です。151 ページの「役割および My webMethods へのアクセス
の管理」を参照してください。
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グループを別のグループのメンバーにするには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [グループ]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [グループの管理]

2. 編集するグループを検索します。詳細については、88 ページの「外部ディレクトリサービスの管
理」を参照してください。

3. 検索結果で、編集するグループの⾏にある任意のリンクをクリックするか、  をクリックします。

4. [グループ] をクリックします。

5. グループの別グループにおけるメンバーシップを管理するには、以下のいずれかを実⾏します。

現在のグループを別のグループ (システムディレクトリサービス内) のメンバーにするには、親グ
ループを [選択された項⽬] ボックスに移動します。

現在のグループを別のグループのメンバーから除外するには、[選択された項⽬] ボックスから親グ
ループを移動します。

6. 現在のグループをメンバーとして割り当てるすべてのグループが [選択された項⽬] リストに表⽰され
たら、[保存] (システム管理の場合は [適⽤]) をクリックします。

グループの削除
内部システムディレクトリサービス内の定義済みグループを削除できます。

メモ: グループを削除すると、グループの定義は削除されますが、削除したグループの個々のメンバー
(ユーザまたは他のグループ) は削除されません。

内部システムディレクトリサービスからグループを削除するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [グループ]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [グループの管理]

2. 削除するグループを検索します。詳細については、114 ページの「既存のユーザ、グループ、または
役割の検索」を参照してください。[名前] リストから必ず「system」を選択してください。

3. 検索結果で、削除するグループの名前の横のチェックボックスをオンにして、[削除] をクリックしま
す。
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My webMethods での権限の管理
My webMethods 管理者は、次のリソースの権限を管理します。

webMethods アプリケーション

タスク

ワークスペース

システム管理者は、次のリソースの権限を管理します。

webMethods アプリケーション

タスク

ワークスペース

コンテンツオブジェクト

ポートレットタイプ

セキュリティ領域

どちらの管理者も、ユーザ、グループ、および役割の権限を必要な組み合わせで管理できます。

メモ: [権限の管理] ページから組み込み My webMethods Server 役割の権限を変更しないでくださ
い。My webMethods Server に修正をインストールすると、変更が取り消される場合があります。

権限の追加
権限割り当ての基本的なワークフローでは、権限を割り当てるリソースを検索します。

権限を割り当てるには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [権限の管理]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [権
限の管理]

2. [検索] パネルの [リソースタイプ] リストから、管理するリソースタイプを選択します。

リソースタイプ 説明

[webMethods ア
プリケーション]

この My webMethods インスタンスにインストールされている
webMethods アプリケーション。

タスク webMethods Task Engine に関連付けられているタスク。
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リソースタイプ 説明

[ワークスペース] この My webMethods インスタンスに作成済みのワークスペース。

[コンテンツオブジェク
ト]

(システム管理者のみ) この My webMethods Server インスタンスの
任意のリソース (ファイル、フォルダ、ページなど)。

[ポートレットタイプ] (システム管理者のみ) この My webMethods Server インスタンスに
インストールされているポートレットタイプ。

[セキュリティ領域] (システム管理者のみ) この My webMethods Server インスタンスに
作成されているセキュリティ領域。詳細については、145 ページの
「セキュリティ領域の使⽤」を参照してください。

3. 必要であれば、フィルタを適⽤して検索を絞り込みます。

リソースタイプを選択すると、定義済みフィルタ条件のセットと共に [フィルタ] リストが表⽰されま
す。インストール済みのアプリケーションがすべて含まれる [webMethods アプリケーション] リ
ソースタイプには、フィルタ条件がありません。

a. [フィルタ] リストから、フィルタ条件を選択します。

たとえば、[ワークスペース名] などがあります。

b. 検索する値を⼊⼒します。

c. フィルタ条件をさらに追加する必要がある場合は、管理者のタイプに応じて  または  をク
リックします。

4. [検索] をクリックします。

検索結果が [検索結果] リストに表⽰されます。

5. リソースを [選択済み] リストに移動します。

検索を複数回実⾏すると、複数のリソースをリストに追加できます。また、検索を保存すれば、同じ
リソースを簡単に再検索できるようになります。詳細については、116 ページの「保存済み検索の使
⽤」を参照してください。

6. [権限の編集] パネルで、[ユーザ/グループ/役割の追加] をクリックし、プリンシパルを検索して [選択
済み] リストに移動します。

検索を複数回実⾏すると、複数のプリンシパルをリストに追加できます。詳細については、114 ペー
ジの「既存のユーザ、グループ、または役割の検索」を参照してください。

7. すべてのプリンシパルを選択したら、[追加] をクリックします。

選択したリソースタイプに付与できる権限または拒否される権限を含む [権限] パネルが、ツリー形式
で表⽰されます。

8. 設定の [許可] または [拒否] オプションをクリックし、[OK] をクリックしてから [適⽤] をクリック
します。

どちらのオプションも選択されなかった場合、設定の権限は別のソースから決定されます。
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権限の変更
サーバリソースに対して設定済みの権限を変更できます。ユーザ、グループ、または役割 (プリンシパル)
の権限を変更したり、これらを完全に削除したりできます。

権限を変更するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [権限の管理]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [権
限の管理]

2. 変更するリソースに保存済み検索がある場合は、以下の⼿順に従います。

a. [保存済み] タブをクリックし、[保存された検索] リストから保存済み検索を選択して [検索] をク
リックします。

b. 検索結果を [選択済み] リストに移動して、[次へ] をクリックします。

3. 保存済み検索がない場合にリソースを検索するには、以下の⼿順に従います。

a. [検索] パネルの [リソースタイプ] リストから、管理するリソースを選択します。

b. 必要であれば、1 つ以上のフィルタを適⽤して検索を絞り込みます。

c. [検索] をクリックします。

d. リソースを [選択済み] リストに移動します。

e. [進む] をクリックします。

4. プリンシパルの権限を変更するには、以下の⼿順に従います。

a. [権限の編集] パネルの [権限] 列で、ユーザ、グループ、または役割のリンクをクリックします。

b. 必要に応じて各種設定の権限を変更して、[OK] をクリックします。

5. ユーザ、グループ、または役割の権限を削除するには、その⾏のチェックボックスをオンにして、[削
除] をクリックします。

6. [適⽤] をクリックします。

アクセス特権および機能特権の管理
My webMethods での権限は、アクセス特権および機能特権の下にグループ化されています。

アクセス特権は、ナビゲーションパネルのアプリケーションと機能を表⽰し、My webMethods の関連付
けられたページにアクセスするためのユーザ、グループ、または役割の権限を管理します。ユーザにアクセ
ス特権を付与すると、そのユーザに⼀部の機能特権も付与され、ユーザはアプリケーションや機能を表⽰し
たり変更したりすることができるようになります。

機能特権は、アプリケーションまたは機能の中で、ワークスペースの作成や変更などを⾏うためのユーザ、
グループ、または役割を決定します。機能特権を付与するには、アクセス特権を付与する必要があります。
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アクセス特権および機能特権のリストは、インストールされている webMethods アプリケーションによっ
て決まります。My webMethods 管理者およびシステム管理者は、ユーザ、グループ、または役割に、こ
れらの特権を付与したり拒否したりできます。

ヒント: 複数のユーザ、グループおよび役割に同じ特権のセットを設定する必要がある場合は、すべての
ユーザ、グループ、および役割を 1 つの役割に集約することを検討してください。

アクセス特権および機能特権を管理するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [権限の管理]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [権
限の管理]

2. [検索] パネルの [リソースタイプ] リストから、[webMethods アプリケーション] を選択します。

デフォルトでは、既に My webMethods アプリケーションが [選択済み] リストに含まれています。

3. [進む] をクリックします。

4. [権限の管理] パネルで [追加] をクリックします。

5. ユーザ、グループ、または役割を検索して [選択済み] リストに移し、[追加] をクリックします。

メモ: このアクションでは、ユーザ、グループ、役割ごとにのみ追加できます。3 つのプリンシパルを
同時に追加することはできません。

[権限] パネルが表⽰され、アクセス特権および機能特権に許可できる権限または拒否される権限を含
むツリーリストが表⽰されます。

6. ツリーリストで、必要に応じてオプションを選択し、アクセス特権および機能特権を割り当てます。

付与する特権ごとに [許可] をクリックします。

拒否する特権ごとに [拒否] をクリックします。

特権を明⽰的に付与も拒否もしない場合は、両⽅のオプションをクリアします。権限は別のソース
から決定されます。

7. [OK] をクリックして、[適⽤] をクリックします。

個々のリソースの権限の管理
システム管理者は、My webMethods Server 内の個々のリソースを管理できます。サーバリソースまたは
サーバリソースの階層に対する任意のプリンシパル (ユーザ、グループ、または役割) のアクセス権を制御
できます。あるサーバリソースへのアクセスを拒否すると、プリンシパルは、サーバナビゲーション (同世
代リソースや親リソースのコンテンツリスト内など) においてもそのリソースを表⽰できなくなります。

メモ: このトピックでは、webMethods アプリケーションの⼀部ではない、ユーザが開発したページおよび
その他のサーバリソースに対する権限の管理について説明します。
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サーバリソースの所有者の表⽰および変更
サーバリソースの所有者を表⽰および変更するには

1. ページなどのサーバリソースで、  または  をクリックして、[権限] を選択します。

2. [所有者] タブをクリックします。

[所有者] パネルに、サーバリソースの所有者が表⽰されます。

3. リソース所有者を変更するには、以下の⼿順に従います。

a. [キーワード] フィールドにユーザ ID を⼊⼒し、[検索] をクリックし、[選択済み] ボックスに
ユーザを移動して、[適⽤] をクリックします。

b. [適⽤] をクリックします。

サーバリソース権限へのプリンシパルの追加
プリンシパルとは、ユーザ、グループ、または役割です。

サーバリソースに対する権限にプリンシパルを追加するには

1. ページなどのサーバリソースで、  または  をクリックして、[権限] を選択します。

2. [権限の編集] パネルで、[ユーザ/グループ/役割の追加] をクリックし、プリンシパルを検索して [選択
済み] リストに移動します。

検索を複数回実⾏すると、複数のプリンシパルをリストに追加できます。詳細については、114 ペー
ジの「既存のユーザ、グループ、または役割の検索」を参照してください。

3. すべてのプリンシパルを選択したら、[追加] をクリックします。

選択したリソースに付与できる権限または拒否される権限を含む [権限] パネルが、ツリー形式で表⽰
されます。

4. ツリーリストで、必要に応じてオプションを選択します。

明⽰的に権限を付与するには [許可] をクリックします。

明⽰的に権限を拒否するには [拒否] をクリックします。

権限を明⽰的に付与も拒否もしない場合は、両⽅のオプションをクリアします。権限は別のソース
から決定されます。

5. [OK] をクリックして、[適⽤] をクリックします。

サーバリソースに対する権限の変更
サーバリソースに対する権限を変更するには

1. ページなどのサーバリソースで、  または  をクリックして、[権限] を選択します。

2. プリンシパルの権限を変更するには、以下の⼿順に従います。

a. [権限の編集] パネルの [権限] 列で、プリンシパルのリンクをクリックします。
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b. 必要に応じて各種設定の権限を変更して、[OK] をクリックします。

明⽰的に権限を付与するには [許可] をクリックします。

明⽰的に権限を拒否するには [拒否] をクリックします。

権限を明⽰的に付与も拒否もしない場合は、両⽅のオプションをクリアします。権限は別の
ソースから決定されます。

3. [適⽤] をクリックします。

サーバリソース権限からのプリンシパルの削除
プリンシパルとは、ユーザ、グループ、または役割です。

サーバリソースに対する権限からプリンシパルを削除するには

1. ページなどのサーバリソースで、  または  をクリックして、[権限] を選択します。

2. [権限の編集] パネルで、プリンシパルのチェックボックスをオンにして [削除] をクリックします。

3. [適⽤] をクリックします。

セキュリティ領域の使⽤
システム管理者が 143 ページの「個々のリソースの権限の管理」の説明に従って権限を管理する場合
は、⼀度に 1 つのリソースを管理します。この⽅法は、⼩規模なサーバでは⼗分ですが、ページとユーザ
の数が増えると管理が煩雑になる可能性があります。セキュリティ領域により、システム管理者はユーザ、
グループ、または役割に基づいてリソースに対する権限を管理できるため、⼤規模なサーバの管理が簡単に
なります。セキュリティ領域をリソースに適⽤すると、個別に設定した権限は、明⽰的に設定を選択しない
限り適⽤されません。

わかりやすくするために、セキュリティ領域をコンテナというフォルダに編成することができます。次の表
に、My webMethods Server がデフォルトで提供するセキュリティ領域のコンテナを⽰します。

コンテナ セキュリティ領域

フォーラム領域 フォーラムに対する権限を管理するセキュリティ領域

My webMethods
セキュリティ領域

My webMethods リソースに対する権限を管理するセキュリティ領域

ポータルリソース My webMethods Server リソースに対する権限を管理するセキュリ
ティ領域

[セキュリティ領域管理] ページでは、コンテナの作成、名前の変更、および削除を⾏えます。

My webMethods Server リソースに対する権限を管理するデフォルトのセキュリティ領域がいくつかあ
り、そのすべてが [ポータルリソース] コンテナにあります。システム管理者には、サーバリソースの読み
取り、変更、または削除を⾏う権限があります。次の表に⽰すように、他のユーザにも権限があります。
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セキュリティ領域 管理される権限

管理コマンド 管理リソース。サーバ管理者にのみ、リソースの読み取り、変
更、または削除を許可します。

ディレクトリ管理コマンド ユーザ、グループおよび役割を管理するリソース。ユーザにリ
ソースの表⽰または実⾏を許可します。Anonymous ユーザは
アクセスを拒否されます。

ディレクトリサービスコマ
ンド

ディレクトリサービスを管理するリソース。ユーザにページの
表⽰または実⾏を許可します。Anonymous ユーザはアクセス
を拒否されます。

ポータル開発者コマンド ページとコンテンツの開発および保守⽤のリソース。
[Developers] グループのメンバーは、リソースの読み取り、
変更、または削除の権限を付与されます。ユーザにリソースの
表⽰または実⾏を許可します。Anonymous ユーザはアクセス
を拒否されます。

パブリックコマンド ログインなど、サーバとのやりとり⽤のリソー
ス。Anonymous ユーザを含むすべてのユーザにリソースの読
み取りまたは実⾏を許可しますが、変更または削除は許可しま
せん。

制限付きコマンド ログイン後のサーバとのやりとり⽤のリソース。ログインした
ユーザにリソースの読み取りまたは実⾏を許可しますが、変更
または削除は許可しません。Anonymous ユーザはアクセスを
拒否されます。

ユーザプロファイル管理コ
マンド

サーバのルックアンドフィールを制御するリソース。ユーザに
リソースの表⽰または実⾏を許可します。Anonymous ユーザ
はアクセスを拒否されます。

[セキュリティ領域管理] ページで、コンテンツに使⽤できるセキュリティ領域の作成および管理を⾏いま
す。

コンテナの作成
デフォルトのコンテナと同じレベルでコンテナを作成することも、コンテナ内にコンテナを作成することも
できます。

新規コンテナを作成するには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [設定] > [セキュリティ領域管理]

2. [セキュリティ領域管理] ページで、以下のいずれかを実⾏します。
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現在のレベルで新しいコンテナを作成するには、[新規コンテナの作成] タブをクリックします。

ネストされたコンテナを作成するには、既存のコンテナの名前をクリックしてから [新規コンテナ
の作成] タブをクリックします。

3. [新規コンテナの作成] タブの [名前] フィールドに、コンテナの表⽰名を⼊⼒します。

4. [説明] フィールドに、説明を⼊⼒します (オプション)。

5. [コンテナの作成] をクリックします。

コンテナの削除
重要: コンテナを削除すると、その中にあるセキュリティ領域やその他のコンテナも削除されます。

コンテナを削除するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [セキュ
リティ領域管理]

2. 削除するコンテナの  をクリックし、[コンテナの削除] を選択します。

コンテナの名前の変更
コンテナの名前を変更するには、以下の⼿順に従います。

コンテナの名前を変更するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [セキュ
リティ領域管理]

2. 名前を変更するコンテナの  をクリックし、[コンテナの変更] を選択します。

3. [名前] フィールドに、新しい名前を⼊⼒します。

4. [説明] フィールドに、新しい説明を⼊⼒します (オプション)。

5. [更新] をクリックします。

セキュリティ領域の作成
新規セキュリティ領域を作成するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [セキュ
リティ領域管理]

2. セキュリティ領域を作成するコンテナの名前をクリックします。

メモ: コンテナ内にセキュリティ領域を作成すると、それを別のコンテナには移動できません。

3. [新規セキュリティ領域の作成] をクリックします。

4. [名前] フィールドに、セキュリティ領域の表⽰名を⼊⼒します。
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5. [説明] フィールドに、説明を⼊⼒します (オプション)。

6. 拡張タイプを追加するには、拡張タイプを [選択された項⽬] ボックスに移動して、[選択] をクリック
します (オプション)。

7. 外部のポリシープロバイダを追加するには、ポリシープロバイダを [選択された項⽬] ボックスに移動
します (オプション)。

8. [セキュリティ領域の作成] をクリックします。

9. 新しいセキュリティ領域の  をクリックし、[権限の設定] を選択します。

10.[権限の編集] パネルで、[ユーザ/グループ/役割の追加] をクリックし、プリンシパルを検索して [選択
済み] リストに移動します。

検索を複数回実⾏すると、複数のプリンシパルをリストに追加できます。詳細については、114 ペー
ジの「既存のユーザ、グループ、または役割の検索」を参照してください。

11.すべてのプリンシパルを選択したら、[追加] をクリックします。

そのセキュリティ領域に付与できる権限または拒否される権限を含む [権限] パネルが、ツリー形式で
表⽰されます。

12.ツリーリストで、必要に応じてオプションを選択します。

明⽰的に権限を付与するには [許可] をクリックします。

明⽰的に権限を拒否するには [拒否] をクリックします。

権限を明⽰的に付与も拒否もしない場合は、両⽅のオプションをクリアします。権限は別のソース
から決定されます。

13.[OK] をクリックして、[適⽤] をクリックします。

セキュリティ領域の削除
セキュリティ領域を削除するには、以下の⼿順に従います。

セキュリティ領域を削除するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [セキュ
リティ領域管理]

2. セキュリティ領域が存在するコンテナの名前をクリックします。

3. 削除するセキュリティ領域の  をクリックし、[セキュリティ領域の削除] を選択します。

セキュリティ領域の名前の変更
セキュリティ領域の名前を変更するには、以下の⼿順に従います。

セキュリティ領域の名前を変更するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [セキュ
リティ領域管理]
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2. セキュリティ領域が存在するコンテナの名前をクリックします。

3. 名前を変更するセキュリティ領域の  をクリックし、[セキュリティ領域の変更] を選択します。

4. [名前] フィールドに、新しい名前を⼊⼒します。

5. [説明] フィールドに、新しい説明を⼊⼒します (オプション)。

6. [更新] をクリックします。

セキュリティ領域へのリソースの追加
セキュリティ領域にリソースを追加するには、以下の⼿順に従います。

セキュリティ領域にリソースを追加するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [セキュ
リティ領域管理]

2. セキュリティ領域が存在するコンテナの名前をクリックします。

3. 管理するセキュリティ領域の  をクリックし、[オブジェクトの管理] をクリックします。

4. [セキュリティ領域の管理] パネルで、[ポータルリソースの追加] をクリックします。

5. 左のパネルで、セキュリティ領域に追加するサーバリソースを参照します。

6. セキュリティ領域でサーバリソースを管理できるようにするには、リソースを [選択された項⽬] ボッ
クスに移動して、[アイテムの追加] をクリックします。

セキュリティ領域からのリソースの削除
セキュリティ領域からリソースを削除するには、以下の⼿順に従います。

セキュリティ領域からリソースを削除するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [セキュ
リティ領域管理]

2. セキュリティ領域が存在するコンテナの名前をクリックします。

3. 管理するセキュリティ領域の  をクリックし、[オブジェクトの管理] をクリックします。

4. 削除するリソースの  をクリックして、[削除] を選択します。
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My webMethods Server における役割について
役割とは、ユーザ、グループまたはその他の役割のコレクションです。My webMethods Server のインス
トールと共にデフォルトの役割のセットがインストールされます。この初期のセットに、ユーザ、グルー
プ、またはその他の役割を追加できます。

次の表に、My webMethods Server で使⽤可能なデフォルトの役割と、それらの役割でアクセス可能なリ
ソースを⽰します。

デフォルトの役割 説明

Admin Role My webMethods Server のすべてのリソースへのアクセスを
提供します。デフォルトでは、SysAdmin および Designer
ユーザがこの役割のメンバーになります。

My webMethods
Administrators

この役割のデフォルトメンバーである My webMethods
Administrator が必要とする、ユーザ管理およびその他の機能
へのアクセスを提供します。

My webMethods Users My webMethods アプリケーションのすべてのユーザに対し
て、My webMethods ユーザインタフェースへのアクセスを
提供します。My webMethods Server の管理者はこの役割の
デフォルトメンバーですが、その他すべてのユーザは追加する
必要があります。詳細については、153 ページの「ユーザへ
の My webMethods へのアクセス権および My webMethods
Users 役割の付与」を参照してください。

異なるディレクトリサービスからのメンバーを 1 つの役割に割り当てることができます。つまり、内部
ディレクトリサービスに定義されたユーザ、グループ、役割と同様に、外部ディレクトリサービスに定義さ
れたユーザとグループをメンバーに含めることができます。個々のメンバーを特定して割り当てるグループ
の場合と同様に、役割のメンバーシップは静的なものにすることができます。ただし、役割のメンバーシッ
プを動的なものにすることもできます。役割のメンバーシップを再帰的なものとして、役割同⼠を相互のメ
ンバーとすることができます。

次の表は、役割のメンバーシップのさまざまな定義⽅法を⽰すと共に、メンバーシップが静的か動的か、お
よびそれぞれのタイプの役割のメンバーシップの定義⽅法に関する詳細情報の参照先を⽰しています。

メンバーシップの定義⽅法 静的または動的 参照先

役割のメンバーとするユーザ、グルー
プ、およびその他の役割を指定する

静的 154 ページの「静的役割
の追加」

外部ディレクトリサービスをクエリーす
る LDAP クエリーを指定して、役割に割

動的 155 ページの「LDAP ク
エリー役割の追加」
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メンバーシップの定義⽅法 静的または動的 参照先

り当てるユーザまたはグループを判別す
る

My webMethods Server が実⾏するルー
ルの条件を指定して、役割に割り当てる
ユーザおよびグループを判別する

動的 156 ページの「ルール
ベース役割の追加」

データベースディレクトリサービスをク
エリーするデータベースクエリーを指定
して、役割に割り当てるユーザまたはグ
ループを判別する

動的 159 ページの「データ
ベース役割の追加」

役割に動的属性を関連付けて、役割に関する詳細情報を指定できます。たとえば、「お客様サービス」とい
う役割がある場合、管理者は [場所] 属性を追加して、「お客様サービス」役割に割り当てられたユーザが
どこに配置されているかを⽰すことができます。役割に属性を追加する際に、属性の値を割り当てることが
できます。これが、その属性のデフォルト値になります。前述の例で、メインサービスセンターがオハイオ
州にあるとします。この場合は、「お客様サービス」役割に [場所] 属性を追加するときに、「Ohio」とい
う値を割り当てます。また、動的属性にユーザ固有の値を割り当てることもできます。もう⼀度前述の例を
使⽤して、「お客様サービス」役割のメンバーであるユーザが、オハイオ州ではなくコロラド州に配属され
ているとします。「お客様サービス」役割の [場所] 属性について、「Colorado」というユーザ固有の値を
割り当てることができます。

動的属性の詳細については、以下を参照してください。

162 ページの「動的属性のユーザ固有の値の指定」

163 ページの「役割に割り当てた動的属性の削除」

ユーザへの My webMethods へのアクセス権および My
webMethods Users 役割の付与
My webMethods Server には、My webMethods Users 役割が事前定義されています。My webMethods
Users 役割は、My webMethods へのアクセスを制御します。つまり、ユーザインタフェースにロ
グインするためには、ユーザが My webMethods Users役割のメンバーである必要があります。My
webMethods Users 役割は静的な役割です。つまり、My webMethods Users 役割のメンバーシップは、
リスト (ユーザ、グループ、およびその他の役割を含む) で指定されています。

内部システムディレクトリサービスに定義されたユーザ
内部システムディレクトリサービスにユーザを追加すると、My webMethods Server は新規ユーザを My
webMethods Users 役割に⾃動的に割り当てます。これ以上のユーザアクションは必要ありません。

外部定義ユーザ
ユーザおよびグループに関する情報を外部ディレクトリサービスから⼊⼿できるように My webMethods
Server を設定できます。外部ディレクトリサービスの設定後、追加のアクションとして、My
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webMethods からのアクセスが必要な外部定義ユーザを識別する必要があります。これらのユーザを My
webMethods Users 役割で指定しておく必要があります。My webMethods Server での外部ディレクト
リサービスの使⽤⽅法の詳細については、88 ページの「外部 LDAP、ADSI、または ADAM ディレクトリ
サービスの設定」および 100 ページの「外部で定義されたユーザに My webMethods からの操作を許可
する」を参照してください。

役割の作成
My webMethods Server 管理者は、さまざまなタイプのユーザ役割を作成できます。My webMethods
Server では、タイプに関係なく、すべての役割が同じ⽅法で使⽤されますが、役割のメンバーシップはタ
イプごとに異なります。

次の表では、作成可能な役割のタイプと、役割のタイプごとに役割のメンバーシップを識別する⽅法につい
て説明します。

役割 メンバーシップの識別⽅法

静的役割 作成する役割のメンバーとするユーザ、グループ、または役割のコレクション
を指定します。役割を⼿動で編集してメンバーシップを変更しない限り、役割
のメンバーシップが変わることはありません。詳細については、「静的役割の追
加」を参照してください。

メモ: これは、グループの場合と同じですが、役割のメンバーシップは複数のディ
レクトリサービスをまたがって指定できる点が異なります。

LDAP クエ
リー役割

LDAP クエリーを指定します。クエリーと⼀致したユーザ、グループ、および役
割が役割のメンバーとなります。役割のメンバーシップは、ランタイムのクエ
リーの結果に基づき、動的です。詳細については、「LDAP クエリー役割の追
加」を参照してください。

ルールベース
役割

メンバーシップを判別するために My webMethods Server が実⾏するルールを
指定します。ルールと⼀致したユーザ、グループ、および役割が役割のメンバー
となります。役割のメンバーシップは、ランタイムのルールの実⾏結果に基づ
き、動的です。詳細については、156 ページの「ルールベース役割の追加」を
参照してください。

データベース
役割

データベースディレクトリサービスに対するクエリーを指定します。クエリーと
⼀致したユーザ、グループ、および役割が役割のメンバーとなります。役割のメ
ンバーシップは、ランタイムのクエリーの結果に基づき、動的です。詳細につい
ては、159 ページの「データベース役割の追加」を参照してください。

静的役割の追加
静的役割は、ユーザ、グループ、および他の役割の単純なコレクションです。
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静的役割を作成するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [役割] > [役割の追加]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [役割の管理] > [役割の追加]

2. [役割名] フィールドに、新しい役割に割り当てる名前を⼊⼒します。

有効な役割名には、⽂字、数字、アンダースコア、または空⽩⽂字のみが含まれます。

3. [静的役割プロバイダ] を選択するには、その役割プロバイダを [選択された項⽬] ボックスに移動しま
す。

4. [役割の作成] をクリックします。

静的役割のメンバーの編集
静的役割のメンバーを編集するには、以下の⼿順に従います。

静的役割のメンバーを編集するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [役割]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [役割の管理]

2. メンバーを追加する静的役割を検索します。詳細については、114 ページの「既存のユーザ、グルー
プ、または役割の検索」を参照してください。

3. 検索結果で、役割名をクリックするか、  をクリックします。

4. [メンバー] パネルで、[メンバーの編集] をクリックします。

5. メンバーを追加するには、以下の⼿順に従います。

a. [検索対象] で、[ユーザ]、[グループ]、または [役割] オプションを選択します。

b. [キーワード] フィールドで、検索するユーザ、グループ、または役割を表すキーワードを⼊⼒し、
[検索] をクリックします。

c. 1 つ以上のユーザ、グループ、または役割を [選択済み] ボックスに移動します。

6. 静的役割からメンバーを削除するには、[選択済み] ボックスからメンバーを移動します。

7. [適⽤] をクリックします。

LDAP クエリー役割の追加
LDAP クエリー役割は、外部ディレクトリサービスへの LDAP クエリーに基づきます。クエリーの要件を
満たすすべてのユーザまたはグループは、役割のメンバーです。
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LDAP クエリー役割を作成するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [役割] > [役割の追加]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [役割の管理] > [役割の追加]

2. [役割名] フィールドに、新しい役割に割り当てる名前を⼊⼒します。

有効な役割名には、⽂字、数字、アンダースコア、または空⽩⽂字のみが含まれます。

3. [LDAP クエリー役割プロバイダ] を選択するには、その役割プロバイダを [選択された項⽬] ボックスに移
動します。

4. [役割の作成] をクリックします。

5. [LDAP クエリー] フィールドに、有効な LDAP クエリーを⼊⼒します。

6. [LDAP クエリー] フィールドのクエリーに簡略化された LDAP クエリーの構⽂が含まれている場合は、
[単純クエリー] オプションを選択します。

複雑な LDAP クエリーを作成する場合以外、クエリーの構⽂は扱いにくい可能性があります。
[単純クエリー] オプションを使⽤すると、構⽂が⾃動的に⼊⼒されます。たとえば、ユーザ ID が
abrown である管理者によって管理されるすべてのユーザを検索する場合、単純なクエリーの構⽂は
manager=abrown です。

7. [LDAP ディレクトリサービス] で、[参照] をクリックします。

8. LDAP ディレクトリサービスを [選択された項⽬] ボックスに移動し、[選択] をクリックします。

9. [プリンシパルタイプ] リストで、クエリーで [ユーザ] と [グループ] のどちらを検索するかを選択しま
す。

10.LDAP クエリーを更新するには、[保存] (システム管理の場合は [適⽤]) をクリックします。

ルールベース役割の追加
ルールベース役割は、サーバルールに基づきます。ルールと⼀致するすべてのユーザ、グループ、または役
割は、役割のメンバーです。

ルールベース役割を作成するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [役割] > [役割の追加]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [役割の管理] > [役割の追加]

2. [役割名] フィールドに、新しい役割に割り当てる名前を⼊⼒します。

有効な役割名には、⽂字、数字、アンダースコア、または空⽩⽂字のみが含まれます。
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3. [データベース役割プロバイダ] を選択するには、その役割プロバイダを [選択された項⽬] ボックスに移動
します。

4. [役割の作成] をクリックします。

5. [⼀致条件] ⾒出しの下で、[下のすべての条件に⼀致] または [下の任意の条件に⼀致] をルールベース
役割の条件として選択します。

6. 以下のガイドラインを使⽤して、ルールベース役割の適切な⼀致条件を⼊⼒します。

[ユーザ DN の値]: 現在のユーザのディレクトリ DN (Distinguished Name : 識別名) の任意の部分と
⼀致する正規表現。フィールドに、⼀致させる DN の部分を⼊⼒します。

たとえば、ou=Engineering.*ou=US は、次の DN を持つユーザと⼀致します。

uid=joe,ou=Development,ou=Engineering,ou=Midwest,ou=US,o=webMethods

[ドメイン名表現]: My webMethods Server に登録されている現在のユーザのディレクトリサービス名
の任意の部分と⼀致する正規表現。フィールドに、⼀致させるディレクトリサービス名を⼊⼒します。

たとえば、US (引⽤符なし) は US Corporate ディレクトリサービスのユーザと⼀致します。これは、
パートナなど、異なるユーザディレクトリに存在する可能性のあるユーザのルックアンドフィールを管
理するための効果的な⽅法です。

[グループ DN 表現と役割 DN 表現]: 現在のユーザがメンバーとなっている任意のグループまたは役割
の任意の部分と⼀致する正規表現。フィールドに、⼀致させる DN の部分を⼊⼒します。

たとえば、ou=Engineering は、次の DN を持つグループに属するユーザと⼀致します。

cn=portal,ou=Engineering,ou=Midwest,ou=US,o=webMethods.

[ユーザ属性]: ユーザ属性と、ユーザのレコードから取得した値の 1 つ以上の組み合わせです。ユー
ザ属性が複数ある場合、[⼀致条件] に設定した値により、属性をどのように⼀致させるかが決まりま
す。

[下のすべての条件に⼀致] - 各正規表現は、現在のユーザの対応する属性値の⼀部と⼀致する必要
があります。

[下の任意の条件に⼀致] - リスト内の任意の正規表現は、現在のユーザの対応する属性値の⼀部と
⼀致する必要があります。

たとえば、すべての条件と⼀致するようにルールが設定されており、ユーザ属性の組み合わせが次のよ
うに設定されていると仮定します。

名前 値

office
Bellevue

telephonenumber
(425) 564-0000

また、現在のユーザの属性値は次のとおりです。
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名前 値 (現在のユーザ)

office
Bellevue

telephonenumber
(206) 123-4567

office 属性の値は⼀致しますが、telephonenumber 属性の値は⼀致しないため、現在のユーザはルー
ルと⼀致しません。しかし、任意の条件と⼀致するようにルールが設定されていれば、上記の例でルー
ルは現在のユーザと⼀致します。

属性と値の組み合わせを作成するには、[追加] をクリックします。プロンプトで、属性名を⼊⼒し、
[OK] をクリックします。プロンプトで、⼀致させる値を⼊⼒し、[OK] をクリックします。

[要求ヘッダー]: HTTP ヘッダー属性と値の 1 つ以上の組み合わせ。ブラウザエージェント⽂字列や、
ユーザに受け⼊れられる MIME タイプの種類など、HTTP ヘッダー内に表⽰されるものであればいず
れも⼀致させることができます。ルールは正規表現でも、単純なテキスト⽂字列でもかまいません。属
性と値の組み合わせが複数ある場合は、[⼀致条件] に設定した値により、属性をどのように⼀致させ
るかが決まります。

[下のすべての条件に⼀致] - 各正規表現は、要求ヘッダーの対応する属性値の⼀部と⼀致する必要
があります。

[下の任意の条件に⼀致] - リスト内の任意の正規表現は、要求ヘッダーの対応する属性値の⼀部と
⼀致する必要があります。

たとえば、すべての条件と⼀致するようにルールが設定されており、要求ヘッダーの組み合わせが次の
ように設定されていると仮定します。

名前 値

Accept-Charset utf-8

Accept-Language ja

また、現在のユーザの要求ヘッダー値は次のとおりです。

名前 値 (現在のユーザ)

Accept-Charset ISO-8859-1,utf-8;q=0.7

Accept-Language en-us,en;q=0.5

Accept-Charset ヘッダーの値は⼀致しますが、Accept-Language ヘッダーの値は⼀致しないため、
現在のユーザはルールと⼀致しません。しかし、任意の条件と⼀致するようにルールが設定されていれ
ば、ルールは現在のユーザと⼀致します。
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属性と値の組み合わせを作成するには、[追加] をクリックします。プロンプトで、属性名を⼊⼒し、
[OK] をクリックします。プロンプトで、⼀致させる値を⼊⼒し、[OK] をクリックします。

[親リソース]: 現在のリソースまたは現在のリソースの親と⼀致するリソース。リソースを選択するに
は、[参照] をクリックしてリソースセレクタを開き、ルールを⼀致させる対象のリソースを選択しま
す。エイリアスが参照しているリソースを⼀致させる場合は、[エイリアスを使⽤] をクリックして My
webMethods Server 上の既存のエイリアスを選択します。

[リソースタイプ]: 現在のリソースタイプに⼀致するリソースタイプ。リソースタイプを選択するには、
[参照] をクリックしてリソースセレクタを開き、ルールを⼀致させる対象のリソースタイプを [拡張
タイプ] フォルダから選択します。エイリアスが参照しているリソースタイプを⼀致させる場合は、
[エイリアスを使⽤] をクリックして My webMethods Server 上の既存のエイリアスを選択します。

[リソースプロパティ]: リソースのプロパティと値の 1 つ以上の組み合わせ。リソースに関連付けられて
いるプロパティの内部名がわかっている場合は、その名前と⼀致させることができます。プロパティと
値の組み合わせが複数ある場合は、[⼀致条件] に設定した値により、プロパティをどのように⼀致さ
せるかが決まります。

[下のすべての条件に⼀致] - 各正規表現は、要求ヘッダーの対応する属性値の⼀部と⼀致する必要
があります。

[下の任意の条件に⼀致] - リスト内の任意の正規表現は、要求ヘッダーの対応する属性値の⼀部と
⼀致する必要があります。

たとえば、PDF ファイルを⼀致させる場合、プロパティと属性の組み合わせは mimeType=pdf です。

プロパティと値の組み合わせを作成するには、[追加] をクリックします。プロンプトで、属性名を⼊
⼒し、[OK] をクリックします。プロンプトで、⼀致させる値を⼊⼒し、[OK] をクリックします。

7. [適⽤] をクリックします。

データベース役割の追加
データベース役割は、データベースディレクトリサービスへのクエリーに基づきます。ルールと⼀致するす
べてのユーザ、グループ、または役割は、役割のメンバーです。

メモ: データベース役割を作成するには、最初に外部データソースとしてのデータベースに接続する必要が
あります。104 ページの「外部データソースの管理」を参照してください。

データベース役割を作成するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [役割] > [役割の追加]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [役割の管理] > [役割の追加]

2. [役割名] フィールドに、新しい役割に割り当てる名前を⼊⼒します。

有効な役割名には、⽂字、数字、アンダースコア、または空⽩⽂字のみが含まれます。
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3. [データベース役割プロバイダ] を選択するには、その役割プロバイダを [選択された項⽬] ボックスに移動
します。

4. [役割の作成] をクリックします。

5. [データソース] リストから、データストアとして使⽤するデータベースを選択します。

6. 役割にユーザを含めることができる場合は、[ユーザのクエリー] フィールドに、その役割のメンバーにす
るデータベース内の特定のユーザのレコードを返す SQL クエリーを⼊⼒します。

クエリーに対するパラメータは次のとおりです。

{uid}: プリンシパルの⼀意の ID

{dn}: プリンシパルの識別名

有効なクエリーの例は、次のようになります。

select * from user-roles where roleID=‘Admin’ and userid=‘{uid}’

7. 役割にグループを含めることができる場合は、[グループのクエリー] フィールドに、その役割のメンバー
にするデータベース内の特定のグループのレコードを返す SQL クエリーを⼊⼒します。

8. [保存] をクリックします。

役割の情報の編集
役割に関する情報を更新するには、以下の⼿順に従います。

役割を編集するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [役割]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [役割の管理]

2. 編集する役割を検索します。詳細については、114 ページの「既存のユーザ、グループ、または役割
の検索」を参照してください。

3. 検索結果で、役割名をクリックするか、  をクリックします。

4. 各パネルで、必要に応じて役割情報を編集し、[保存] (システム管理の場合は [適⽤]) をクリックしま
す。

重要: My webMethods Server は、さまざまなパネルに情報をグループ化して表⽰します。1つのパ
ネルで情報を変更したら、別のパネルを選択する前に、必ず [保存] (システム管理の場合は [適⽤])
をクリックしてください。

次の表は、役割に関連して表⽰されるパネルを⽰しています。
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パネル 参照先

[役割情報] 154 ページの「静的役割の追加」

155 ページの「LDAP クエリー役割の追加」

159 ページの「データベース役割の追加」

動的属性 161 ページの「役割に関連付ける動的属性の定義」

役割の削除
役割が不要になったら、役割を削除できます。

メモ: 役割を削除しても、役割のメンバー (ユーザ、グループ、およびその他の役割) が削除されることは
ありません。

役割を削除するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [役割]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [役割の管理]

2. 削除する役割を検索します。詳細については、114 ページの「既存のユーザ、グループ、または役割
の検索」を参照してください。

3. 検索結果で、削除する役割の横のチェックボックスをオンにして、[削除] をクリックします。

役割に関連付ける動的属性の定義
役割に動的属性を関連付けることができます。webMethods の⼀部のアプリケーションでは動的属性が使
⽤されます。

役割の属性を定義する際に、属性の値を割り当てることができます。役割に割り当てられた値は、デフォル
ト値と⾒なされます。属性にユーザ固有の値が定義されていない限り、すべてのユーザでこのデフォルト値
が使⽤されます。

役割の動的属性を定義するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [役割]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [役割の管理]
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2. 役割を検索します。詳細については、114 ページの「既存のユーザ、グループ、または役割の検
索」を参照してください。

3. 検索結果で、役割名をクリックするか、  をクリックします。

4. [動的属性] をクリックします。

5. [属性の追加] をクリックします。

6. [属性の追加] ページで、次を指定します。

フィールド 説明

[属性名] 動的属性の内部名。この名前に使⽤できる⽂字には制限がありません。

[表⽰名] この属性の情報をユーザインタフェースに表⽰する際に My
webMethods Server で使⽤する名前。

[データタイプ] 属性のデータタイプ。リストからデータタイプを選択します。

[値] 属性に割り当てる値。これが属性のデフォルト値です。属性にユーザ
固有の値が定義されていない限り、この役割に割り当てられたすべての
ユーザでこの値が使⽤されます。詳細については、162 ページの「動的
属性のユーザ固有の値の指定」を参照してください。

7. [保存] をクリックします。

動的属性のユーザ固有の値の指定
ユーザ固有の値が割り当てられていない限り、動的属性に割り当てられたデフォルト値がすべてのユーザの
デフォルト値となります。動的属性にユーザ固有の値を割り当てるには、以下の⼿順に従います。

動的属性にユーザ固有の値を割り当てるには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [ユーザ]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [ユーザの管理]

2. ユーザ固有の値を動的属性に割り当てるユーザを検索します。詳細については、114 ページの「既存
のユーザ、グループ、または役割の検索」を参照してください。

3. 検索結果で、ユーザの⾏にある任意のリンクをクリックするか、  をクリックします。

4. [役割] をクリックします。

5. [役割メンバー属性] パネルで、ユーザ固有の値を割り当てる動的属性を⾒つけて、[ユーザ値] 列に値を
⼊⼒します。
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属性は役割別にグループ化され、役割に割り当てられた属性のリストの先頭に役割名が表⽰されます。

6. [保存] (システム管理の場合は [適⽤]) をクリックします。

役割に割り当てられた動的属性の順序の変更
役割の動的属性が表⽰される順序を変更できます。順序の変更は、ユーザの [役割メンバー属性] パネルで
の属性の表⽰にのみ影響します。My webMethods Server または webMethods アプリケーションでの属
性の使⽤⽅法に影響はありません。

役割に割り当てた動的属性の順序を変更するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [役割]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [役割の管理]

2. 役割を検索します。詳細については、114 ページの「既存のユーザ、グループ、または役割の検
索」を参照してください。

3. 検索結果で、役割名をクリックするか、  をクリックします。

4. [動的属性] をクリックし、[属性の順序を変更] をクリックします。

5. 動的属性の順序を変更するには、必要に応じて動的属性を上下に移動します。

6. 動的属性の順序を変更したら、[保存] (システム管理の場合は [適⽤]) をクリックします。

役割に割り当てた動的属性の削除
役割に割り当てた 1 つ以上の動的属性が不要になった場合は、動的属性を削除できます。

役割に割り当てた 1 つ以上の動的属性を削除するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [ユーザ管理] > [役割]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理]
> [役割の管理]

2. 役割を検索します。詳細については、114 ページの「既存のユーザ、グループ、または役割の検
索」を参照してください。

3. 検索結果で、役割名をクリックするか、  をクリックします。

4. [動的属性] をクリックします。

5. 削除する動的属性の横のチェックボックスをオンにして、[選択した属性の削除] をクリックします。

6. [保存] をクリックします。
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My webMethods Server クラスタの仕組み
My webMethods Server クラスタとは、My webMethods Server データベースを共有する複数のサーバ
インスタンスを同時に実⾏する、アクティブ/アクティブ環境です。My webMethods Server クラスタで
は、複数のサーバに負荷を分散することで、⾼度なスケーラビリティが実現されます。このモデルは、ス
タンバイサーバを使⽤するアクティブ/パッシブ環境とは異なります。My webMethods Server クラスタ
は、共有リソースを使⽤することによって⾼可⽤性を実現します。これにより、ノードの 1 つが機能しな
くなっても、クラスタとしては機能し続けることができます。

クラスタを作成するには、クラスタ内の各マシンに My webMethods Server のインスタンスをインス
トールする必要があります。クラスタのすべてのノードは、システムコンテンツサービスが保存する共有設
定情報およびデータを含む、同じ My webMethods Server データベースを共有します。

システムコンテンツサービスは、My webMethods Server で実⾏している webMethods ユーザおよびア
プリケーションによってパブリッシュされたファイルやオブジェクトを保存および取得します。システムコ
ンテンツサービスは、My webMethods Server とともにインストールされます。追加の設定を⾏う必要は
ありません。パブリッシュされたコンテンツは、クラスタ内のすべてのノードで使⽤可能になります。

クラスタ内の各ノードには、同じ webMethods アプリケーション (Task Engine など)、My webMethods
ユーザインタフェースおよび⾔語パックのセットをインストールする必要があります。あるノードにアプリ
ケーションがインストールされていない場合、そのノードでは、アプリケーションのコンポーネントが機能
しません。

クラスタ内のノードは、以下のチャネルを使⽤して、実⾏時に情報を交換します。

My webMethods Server データベース - クラスタのブックキープはこの⽅法で維持されます。

HTTP - クラスタノードが別のノードにコマンドの実⾏を委任する場合は、ターゲットサーバの HTTP
ポートを使⽤します。

Universal Messaging サーバ - My webMethods Server ノードは、Universal Messaging サーバを
使⽤してノード間のキャッシュを同期する JMS イベントのやり取りを⾏います。
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クラスタアーキテクチャ

フロントエンド URL
実稼動環境では、webMethods クラスタと通信するすべてのユーザおよびすべての My webMethods
Server アプリケーションが、クラスタ⽤に設定されたフロントエンド URL を使⽤する必要があります
(173 ページの「フロントエンド URL の設定」を参照)。さらに、実稼動クラスタで、167 ページの
「My webMethods Server クラスタでの⾼可⽤性」に⽰すロードバランサまたは外部 Web サーバが使⽤
されている必要があります。

実際の運⽤では、ユーザはロードバランサを通じてフロントエンド URL にログインします。それを受け
て、ロードバランサは各ノードにコールを分配します。1 つのクラスタに設定できるフロントエンド URL
は 1 つだけです。

メモ: ロードバランサはスティッキーセッションを使⽤するように設定する必要があります。⼀度確⽴され
たユーザセッションは、セッションが終了するまで同じサーバマシンにルーティングされます。

My webMethods Server ページを⽣成する HTTP 要求が発⾏された場合、My webMethods Server で
は、要求のルーティング⽅法 (ロードバランサ経由での直接のルーティング、または Web サーバ経由での
間接的ルーティング) に関係なく、その要求の実際のホスト名とポート番号が使⽤されます。このような場
合には、フロントエンド URL は必要ありません。

電⼦メール通知内から My webMethods Server URL を⽣成する場合や、Task Engine 内からタスクへの
リンクを作成する場合などのいくつかのユースケースにおいては、それらの処理時に HTTP 要求を使⽤す
ることができないため、フロントエンド URL 設定が必要になります。

My webMethods Server クラスタでの⾼可⽤性
My webMethods Server クラスタ単独では⾼可⽤性が提供されません。クラスタ内のノードが保存する
データの可⽤性も確保する必要があります。⾼可⽤性を提供するには、My webMethods Server データ
ベースによって使⽤されるデータベースサーバにフェイルオーバー機能が必要です。
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クラスタでデフォルトのシステムコンテンツサービスを使⽤している場合、システムコンテンツサービスは
My webMethods Server データベースを使⽤しているため、データベースサーバのフェイルオーバー機能
によって保護されます。ただし、ネットワークコンテンツサービスを使⽤している場合にクラスタの⾼可⽤
性をサポートするには、ネットワークファイルストレージデバイスにフェイルオーバー機能が備えられてい
る必要があります。

このマニュアルでは、サードパーティのフェイルオーバーデバイスの設定については説明していません。

⾼可⽤な My webMethods Server クラスタの要件

My webMethods Server クラスタでのコンポーネント展開
My webMethods Server クラスタでは、ポートレットや展開可能パッケージなどのコンポーネントを展開
する場合に、⾮対称モードが使⽤されます。

⾮対称コンポーネント展開モードでは、ノードに展開されたコンポーネントは、クラスタ内の他のノード
に⾃動的には展開されません。⾮対称展開モードでは、展開する必要がある各ノードにコンポーネントを
⼿動でローカル展開する必要があります。このモードでは、クラスタの異なるノードで異なるバージョン
のコンポーネントを同時に実⾏することができます。コンポーネントの登録は My webMethods Server
データベースに⼀元化されているため、登録は、コンポーネントが最初に展開されるノードによって 1 回
のみ実⾏されます。この依存性が原因で、コンポーネントの登録または My webMethods Server 分類に
影響する可能性がある変更をコンポーネントに対して⾏うと、異なるノードにある他のバージョンのコン
ポーネントが動作しなくなる場合があります。コンポーネントに対して以下のような変更を⾏うと、My
webMethods Server データベーススキーマが変更される可能性があります。

ポートレット設定の追加または削除
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DBO (Dynamic Business Object) テーブルのフィールドの追加、削除または変更

タスクタイプビジネスデータのフィールドの追加、削除または変更

My webMethods Server 分類の追加、削除または更新

⾮対称コンポーネント展開モードでは、変更したコンポーネントを 1 つ以上のノードに展開してテストし
た後で、クラスタ全体にそのコンポーネントを展開できます。

クラスタの役割
クラスタ内のノードに割り当てることができる、いくつかのクラスタの役割があります。以下に例を⽰しま
す。

[⾃動展開] クラスタ役割では、([⾃動展開] 役割を持つノードの) Software AG_directory\MWS
\server\serverName \deploy ディレクトリにコピーされたポートレットの⾃動展開が可能です。ク
ラスタには複数の⾃動展開ノードを設定できます。この役割はデフォルトで有効ですが、⾃動展開機能
を使⽤する場合にのみ必要です。実稼動環境では、サーバが許可なく変更される可能性を減らすため、
多くの場合、この役割を無効にすることが求められます。この役割はクラスタの⾼可⽤性に影響を与え
ません。

[通知] クラスタ役割は、電⼦メール通知およびユーザに送信される通知の書式設定と送信を管理しま
す。クラスタには複数の通知ノードを設定できます。[通知] 役割はデフォルトで有効ですが、実稼働
環境で通知を使⽤する場合にのみ必要です。たとえば、Task Engine の実⾏中に [通知] 役割が有効に
なっていない場合、ユーザはタスク通知を受信しません。⾼可⽤性の場合、この役割に複数のクラス
タノードを設定することをお勧めします。すべての通知ノードが停⽌した場合、通知要求メッセージは
キューに蓄積され続けます。1 つ以上の通知ノードがオンラインに戻り、処理を開始するまで、通知の
⽣成および配信は⾏われません。

[検索] 役割は埋め込み検索エンジンに公開されているすべてのコンテンツのインデックス作成、検索
インデックスの保守、および検索の実⾏を管理します。[検索] 役割は、デフォルトで有効です。検索
機能が必要なすべてのクラスタノードで有効にしてください。[検索] 役割はサーバ操作にとって重要
です。この役割がないと動作しない主要な機能があります。

権限の管理

[ワークスペース管理] と [ワークスペースへの追加]

検索のパフォーマンスと信頼性を向上させるため、各クラスタノードには検索インデックスのローカル
コピーが保持されます。1 つのクラスタノードで検索インデックスが破損した場合、そのノードで検索
インデックスを再構築する間、ロードバランサからそのノードを削除できます。その間、他のノードで
は要求の処理を継続できます。

[タスクエンジン] クラスタ役割は、タスクのキューイング、タスクルールの処理、タスクデータの検索と
取得など、Task Engine のすべてのアクティビティを管理します。クラスタは複数の Task Engine 役
割を持つことができます。この役割はデフォルトで有効ですが、クラスタで実際に Task Engine を実
⾏している場合にのみ必要です。⾼可⽤性の場合、特定のノードがロードバランサ設定に含まれておら
ず、エンドユーザまたは Process Engine の要求を処理しない場合を除き、すべてのノードでこの役割
を有効にすることをお勧めします。

クラスタの各種役割の割り当てのガイドライン
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クラスタ内の各ノードには、以下のガイドラインに従ってクラスタ役割を割り当てることができます。クラ
スタノードに割り当てられた役割を変更した場合、割り当て内容を有効にするには、ノードを再起動する必
要があります。

[⾃動展開]、[Task Engine]、および [通知] 役割は、必要に応じて任意の数のノードに割り当てるこ
とができます。

1 つ以上の役割を実⾏するノードを、さらに分割してクラスタリングできます。スケーラビリティ上の
要件から、追加のクラスタ役割を設定して、トラフィックの増加に対応しなければならない場合に、こ
のような処理が必要になることがあります。

各ノードの設定データは、cluster.xml ファイルに格納されます。クラスタのプロパティの適切なデー
タ構造と値がわかっている場合は、cluster.xml ファイルでクラスタのデータを直接編集できます。詳
細については、186 ページの「cluster.xml ファイルの使⽤」を参照してください。

クラスタ設定に対する変更を有効にするには、各ノードを再起動する必要があります。

My webMethods Server クラスタの計画
以下の図は、My webMethods Server で設定できる多くの分散展開のタイプの 1 つを⽰しています。
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My webMethods Server クラスタネットワークのダイアグラム

上記の図に⽰したクラスタでは、それぞれ独⾃の役割を持つ 3 つのサーバマシンが稼動しているものと
想定しています。Web 層で定義されているマシンには、ハードウェアベースのロードバランサと 2 台の
Web サーバマシンが含まれます。以降の節では、管理者がクラスタを構築するために実⾏するプロセスを
⽰しています。

負荷分散された外部 Web サーバクラスタ設定に Apache を設定して展開する⼿順については、47 ページ
の「My webMethods Server での Web サーバの使⽤」で説明しています。
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My webMethods Server クラスタ構築の考慮事項
My webMethods Server クラスタを構築するときは、以下の点を考慮します。

クラスタ内のすべてのサーバは、同じMy webMethods Server データベースを使⽤する必要がありま
す。クラスタ内の各ノードをインストールするときは、同じ My webMethods Server データベース
JDBC URL を使⽤することを確認してください。

クラスタ内の各ノードには、t同じwebMethods アプリケーション (Task Engine など)、My
webMethods ユーザインタフェースおよび⾔語パックのセットをインストールする必要があります。

My webMethods Server クラスタを構築するには、『Installing Software AG Products』の指⽰に
従って、クラスタ内の各ノードをインストールします。以下の情報を⼊⼒する必要があります。

各サーバインスタンスの HTTP ポート番号。デフォルト値は 8585 です。2 つのサーバノードを
同じマシン上にインストールする場合は、ノードごとに異なる HTTP ポートを使⽤する必要があ
ります。

My webMethods Server データベースの JDBC URL。URL は、データベースサーバのフェイル
オーバーをサポートするために必要な追加のプロパティを含んでいる必要があります。

JMS プロバイダとして使⽤する Universal Messaging サーバまたは Universal Messaging クラ
スタの URL。My webMethods Server ノードは、Universal Messaging URL が指定されていな
い場合、または Universal Messaging サーバが使⽤できない場合、保守モードになります。イン
ストール中に Universal Messaging URL を指定しなかった場合は、Administrator としてログイ
ンし、My webMethods の [クラスタ管理] ページで URL を設定する必要があります。

クラスタ内のノードは、ニーズに応じて同時に起動することも、1 つずつ起動することもできます。
各ノードを最初に起動するときに、ブートストラップアクティビティが実⾏されて、My webMethods
Server データベースから共有設定ファイルがロードされます。ノードは⾃動的にクラスタに追加され
ます。176 ページの「クラスタへのノードの追加」の⼿順に従って、クラスタにノードを⼿動で追加
することもできます。

重要: クラスタノードを最初に起動している間にクラスタ設定を変更しないでください。ノードでは、
最初の起動時に⾃動的に⾃⼰設定が実⾏されるため、起動中に設定を変更するとノードが正しく設定
されない危険性があります。

ノードの起動が正常に完了したら、ブラウザウィンドウを開き、システム管理者として My
webMethods Server にログインして、ノードが正常に動作していることを確認できます。

実稼動クラスタを作成している場合は、以下の⼿順を実⾏します。

ネットワークコンテンツサービスが必要であることが判明している場合は、297 ページの「新規
コンテンツサービスの設定」の⼿順に従って設定します。

既にロードバランサまたは外部 Web サーバが設定されている場合は、173 ページの「フロント
エンド URL の設定」の⼿順に従って、それらを指すようにフロントエンド URL を変更します。

クラスタ設定の変更
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以下の機能を実⾏して、スタンドアロンサーバ、クラスタまたはクラスタ内のノードの設定を変更できま
す。

フロントエンド URL の設定
My webMethods Server クラスタと通信するすべてのユーザおよびすべての webMethods アプリケー
ションが、クラスタ⽤に設定されたフロントエンド URL を使⽤する必要があります。この値は、デフォ
ルトで、クラスタの 1 つ⽬のノードの URL となります。この URL は、ロードバランサまたは外部 Web
サーバを指すことができます。1 つのクラスタに設定できるフロントエンド URL は 1 つだけです。

クラスタのフロントエンド URL を変更するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [クラスタ設定] > [拡張またはクラスタ設定]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [ク
ラスタ管理] > [拡張またはクラスタ設定]

2. [MWS フロントエンド URL] フィールドに、完全修飾 URL を⼊⼒します。

http://host_name:port_number

または

https://host_name:port_number (セキュアな接続のみ使⽤してクラスタにアクセスする場合)

port_number  は [MWS フロントエンドのセキュアポート] フィールドと同じ値であることが必要で
す。

3. セキュアな My webMethods Server コンテンツにアクセスするには、[MWS フロントエンドのセキュア
ポート] フィールドに HTTPS ポート番号を⼊⼒します。

デフォルトの値は -1 です。これは、クラスタ⽤に設定されたセキュアなフロントエンド URL がない
ことを意味します。

4. [サブミット] をクリックします。

5. My webMethods Server クラスタを再起動します。

Universal Messaging サーバへの接続の設定
デフォルトでは、My webMethods Server は Software AG Universal Messaging サーバを Java
Message Service (JMS) プロバイダとして使⽤します。ただし、Universal Messaging サーバへの接続は
デフォルトでは設定されていません。My webMethods Server クラスタ内のノードを初めて起動すると、
ノードは保守モードで起動します。保守モードを終了するには、クラスタノードにログインし、Universal
Messaging サーバへの接続を設定する必要があります。クラスタ内の他のノードがネットワーク経由でア
クセス可能な場合は、My webMethods Server は⾃動的に設定を反映します。My webMethods Server
がノードの設定を⾃動的に更新しない場合は、ノードにログインし、[クラスタ管理] ページからクラスタ
設定を再ロードします。

メモ: クラスタ内のノードは、Universal Messaging サーバとの接続が切断されると、保守モードになりま
す。サーバが使⽤可能になると、ノードは保守モードを終了します。
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Universal Messaging サーバへの接続を設定するには

1. 次のページに移動します。

My webMethods の管理者として、次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーショ
ン] > [管理] > [My webMethods] > [クラスタの設定]

sysadmin として、次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [クラ
スタ管理]

2. [拡張またはクラスタ設定] タブで、[JNDI プロバイダ URL] フィールドに Universal Messaging サーバ
の場所を指定します。

ローカルインストールの Universal Messaging サーバのデフォルトの URL は次のとおりです。

nsp://localhost:9000

3. [サブミット] をクリックします。

Universal Messaging Server への接続クレデンシャルの設定
デフォルトでは、My webMethods Server は mwsJMSAdmin ユーザを使⽤して Universal Messaging
サーバに接続します。特定の Universal Messaging のセキュリティ設定では、メッセージング領域に対し
て mwsJMSAdmin ユーザの権限を明⽰的に付与する必要があります。

My webMethods Server の custom_wrapper.conf ファイルに次のシステムプロパティを設定することに
より、特定の Universal Messaging ユーザを My webMethods Server に接続するように設定できます。

パラメータ 説明

lax.nl.env.PRINCIPAL Universal Messaging サーバに接続するユー
ザの名前。

lax.nl.env.PASSWORD Universal Messaging サーバで認証するユー
ザのパスワード。

Universal Messaging サーバに対して適切なアクセス権を持つユーザが設定されている必要がありま
す。Universal Messaging セキュリティ設定の詳細については、Universal Messaging のマニュアルを参
照してください。

My webMethods Server の custom_wrapper.conf ファイルの使⽤の詳細については、68 ページの
「Java サービスラッパー」を参照してください。

Universal Messaging サーバへのセキュア接続の設定
Universal Messaging において [クラスタ設定] ページの [拡張またはクラスタ設定] タブで、My
webMethods クラスタのノードごとに別々に、My webMethods Server へのセキュア接続を設定しま
す。

Universal Messaging サーバへの SSL 接続を設定するには

1. My webMethods 管理者としてクラスタノードにログオンします。
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2. [アプリケーション] > [管理] > [My webMethods] > [クラスタ設定] > [拡張またはクラスタ設定] に移
動します。

3. [拡張またはクラスタ設定] タブで、[拡張設定] をクリックします。

4. [SSL 設定] ダイアログで、次のフィールドの値を指定します。

フィールド 説明

[キーストアのパス] クライアント証明書⽤キーストアの場所への完全修飾パス。

[キーストアのパスワード] 指定されたキーストアのパスワード。

[キーストアの証明書名] クライアント証明書検証が Universal Messaging で有効な場合
に必要です。認証に使⽤する指定キーストアの証明書のエイリア
スです。クライアント証明書検証の詳細については、Universal
Messaging のマニュアルを参照してください。

[トラストストアのパス] CA 証明書⽤トラストストアの場所への完全修飾パス。

[トラストストアのパスワー
ド]

指定されたトラストストアのパスワード。

[SSL プロトコル] オプション。セキュア接続に使⽤するプロトコルのタイプ。デ
フォルト値は TLS です。

[暗号スイート] オプション。暗号化に使⽤する暗号スイートの名前のカン
マ区切りリスト。使⽤可能な暗号スイートの詳細について
は、Universal Messaging のマニュアルを参照してください。

5. [サブミット] をクリックします。

My webMethods Server では、ノードのプロファイル設定に現在のクラスタノードの SSL 設定を保存し
ます。Universal Messaging の custom_wrapper.conf ファイルに My webMethods Server SSL を設定
した場合、My webMethods の SSL 設定を変更すると、custom_wrapper.conf ファイルの設定が上書き
されます。

また、Universal Messaging の custom_wrapper.conf ファイルを使⽤して、My webMethods Server
への SSL 接続を設定することもできます。custom_wrapper.conf ファイルの SSL 設定を変更する⽅法、
および共通ディレクトリサービス (CDS) ⽤の Universal Messaging への SSL 接続を設定する⽅法につい
ては、175 ページの「CDS ⽤の Universal Messaging サーバへのセキュア接続の設定 」を参照してく
ださい。

CDS ⽤の Universal Messaging サーバへのセキュア接続の設定
My webMethods Server クラスタノードと Universal Messaging サーバ間の SSL 接続を設定する
には、My webMethods Server の custom_wrapper.conf ファイルに追加の JVM プロパティを指
定します。Universal Messaging に Integration Server および共通ディレクトリサービス (CDS) を



M
Even Header

My webMethods Server のクラスタリング

My webMethods Server 管理者ガイド バージョン 10.4 176

含むクラスタインストール⽤の SSL 接続を設定する場合、CDS を使⽤する Integration Server の
custom_wrapper.conf ファイルにもこれらのプロパティを追加する必要があります。

custom_wrapper.conf ファイルの詳細については、「71 ページの「My webMethods Server の JVM 設
定」」を参照してください。Integration Server の custom_wrapper.conf ファイルの編集の詳細につい
ては、webMethods Integration Server Administratorʼs Guideを参照してください。

次の表に、CDS の Universal Messaging サーバへのセキュア接続を設定するために追加する JVM プロパ
ティを⽰します。

プロパティ 説明

nirvana.ssl.keystore.path クライアント証明書⽤キーストアの場所への完
全修飾パス。

nirvana.ssl.keystore.pass 指定されたキーストアのパスワード。

nirvana.ssl.keystore.cert クライアント証明書検証が Universal
Messaging で有効な場合に必要です。認証に
使⽤するために指定されたキーストアの証明書
のエイリアスです。

nirvana.ssl.truststore.path CA 証明書⽤トラストストアの場所への完全修
飾パス。

nirvana.ssl.truststore.pass 指定されたトラストストアのパスワード。

nirvana.ssl.protocol セキュア接続に使⽤するプロトコルのタイプ。
セキュア接続⽤のプロトコルを指定しない場
合、My webMethods Server および CDS で
は TLS を使⽤します。

My webMethods Server クラスタ ID
複数の My webMethods Server クラスタ、または個々のノードは、同じ Universal Messaging Server
を使⽤することができます。ノードがクラスタに属していることを識別するために、My webMethods
Server は [MWS クラスタ ID] フィールドでクラスタに⼀意の識別⼦を⽣成します。My webMethods
Server によって [MWS クラスタ ID] が JMS トピックおよびキューに付加され、メッセージが区別されま
す。これは、Universal Messaging を JMS プロバイダとして使⽤する場合のクラスタを対象としていま
す。[MWS クラスタ ID] フィールドは編集できません。

クラスタへのノードの追加
ノードは、最初に起動したときに、クラスタに⾃動的に追加されます。新しいノードは、クラスタ内の他
のノードと同じ My webMethods Server データベースを使⽤する必要があります。また、クラスタ内の
各ノードで同じ webMethods アプリケーション (Task Engine など)、My webMethods ユーザインタ
フェースおよび⾔語パックのセットを持っている必要があります。
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クラスタにノードを追加するには

1. 『Installing Software AG Products』の指⽰に従って、クラスタノードをインストールし
ます。以下の情報を⼊⼒する必要があります。

このサーバインスタンスの HTTP ポート番号。デフォルト値は 8585 です。

クラスタで使⽤する My webMethods Server データベースの JDBC URL。この URL は、データ
ベースサーバのフェイルオーバーをサポートするために必要な追加のプロパティを含んでいる必要
があります。

2. My webMethods Server インスタンスを起動します。

追加のノードを最初に起動するときに、ブートストラップアクティビティが実⾏されて、My
webMethods Server データベースから共有設定ファイルがロードされます。ノードは⾃動的にクラス
タに追加されます。

3. 新しいノードが初期化された後、184 ページの「クラスタ内のすべてのノードの再起動または停
⽌」の説明に従って、[クラスタ管理] ページでクラスタ設定を再ロードするか、クラスタを再起動しま
す。

クラスタ内のノードの変更
クラスタ内のノードまたは My webMethods Server のスタンドアロンインスタンスのいくつかのプロパ
ティを変更できます。ノードの⼀般的な変更理由には、HTTPS ポートの指定によるセキュリティの追加、
外部 Web サーバのサポートの追加、クラスタ役割の変更などがあります。クラスタノードまたはスタンド
アロンサーバのプロパティを⼿動で変更することもできます。186 ページの「cluster.xml ファイルの使
⽤」を参照してください。

スタンドアロンサーバまたはクラスタ内のノードを変更するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [クラスタ設定] > [拡張またはクラスタ設定]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [ク
ラスタ管理] > [拡張またはクラスタ設定]

2. スタンドアロンサーバまたはクラスタ内のノードに対して、以下のいずれかを⾏います。

[ホスト] フィールドで、ノードが実⾏されるマシンのホスト名 (該当する場合はドメインを含む)
または IP アドレスを変更します。

指定したホスト名または IP アドレスは、ノードが実⾏される正しいマシンに解決される必要があ
ります。この値は、クラスタ内のすべてのノードに対して有効である必要があります。サイトのホ
スト名とネットワーク設定の詳細については、ネットワーク管理者に確認してください。

[HTTP ポート] フィールドで、HTTP リスナーが使⽤するポート番号を変更します。

このフィールドには必ず有効なポート番号を⼊⼒する必要があります。

[HTTPS ポート] フィールドに、HTTPS リスナーが使⽤するポート番号を⼊⼒します。

このフィールドに値 0 (ゼロ) を⼊⼒すると、リスナーが無効になります。
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メモ: My webMethods Server には、HTTPS リスナーの設定とテストに使⽤できるサン
プル HTTP 証明書が含まれています。このサンプルは Software AG_directory\MWS
\server\serverName \config\localhost.p12 ファイルにあります (37 ページの「セキュア接続
に使⽤される証明書」を参照)。実稼動環境では、Verisign などの信頼性のある認証局から実際の
証明書を取得してください。

ノードの 1 つ以上の役割を選択するには、役割のチェックボックスをオンにします。

3. [サブミット] をクリックします。

4. 変更した内容を有効にするには、「184 ページの「クラスタ内のすべてのノードの再起動または停
⽌」」または「183 ページの「クラスタ内の個々のノードの再起動または停⽌」」の⼿順に従って、
クラスタまたはスタンドアロンサーバを再起動します。

ノードへの [検索] 役割の割り当て
[検索] 役割は、デフォルトで有効です。必要に応じて、クラスタのノードに [検索] 役割を割り当てること
ができます。

ノードに [検索] 役割を割り当てるには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [クラスタ設定] > [拡張またはクラスタ設定]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [ク
ラスタ管理] > [拡張またはクラスタ設定]

2. 役割を割り当てるノードの [検索] オプションを選択し、[検索] 役割を割り当てないノードのオプショ
ンをクリアします。

3. 変更した内容を有効にするには、「184 ページの「クラスタ内のすべてのノードの再起動または停
⽌」」または「183 ページの「クラスタ内の個々のノードの再起動または停⽌」」の⼿順に従って、
クラスタまたはスタンドアロンサーバを再起動します。

ノードの名前変更
クラスタ内のノードには、クラスタにノードを追加したときに⾃動的にノード名が設定されます。My
webMethods Server は、My webMethods 内の [拡張またはクラスタ設定] ページの [名前] 列と、[クラ
スタの状態および制御] の [ノード名] 列にクラスタノードの名前を表⽰します。

以下の⼿順に従って、任意のノードの名前を⼿動で変更できます。

クラスタ内のノードの名前を変更するには

1. ノードを含むマシンのコマンドラインプロンプトで、サーバインスタンスの bin ディレクトリに移動
します。

Software AG_directory\MWS\bin

2. 以下のコマンドを⼊⼒して、My webMethods Server データベースから cluster.xml ファイルを取得
します。
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mws getconfig cluster.xml

3. cluster.xml ファイルをテキストエディタで開きます。

ファイルは次の場所にあります。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \config

4. cluster.xml ファイルで、このノードの Component 要素の name 属性を変更して、ファイルを保存
します。
<Component class="com.webmethods.portal.system.cluster.impl.Server" 
    enabled="true" name="nodeName ">

5. コマンドラインプロンプトで以下のコマンドを⼊⼒して、変更した cluster.xml ファイルを My
webMethods Server データベースに展開します。
mws putconfig cluster.xml

6. \serverName \config ディレクトリから cluster.xml ファイルを削除します。

cluster.xml ファイルを削除しないと、このノードでは引き続きローカルバージョンのファイルが使⽤
されます。

7. テキストエディタで、サーバインスタンスの custom_wrapper.conf ファイルを開きます。

ファイルは次の場所にあります。Software AG_directory\profiles
\MWS_serverName \configuration\

8. custom_wrapper.conf ファイルで、NODE_NAME ステートメントの値を変更して、ファイルを保存
します。
set.NODE_NAME=nodeName

9. cluster.node.properties または cluster.node.properties.bak ファイル (存在するいずれかのファイ
ル) をテキストエディタで開きます。ファイルは次の場所にあります。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \config\

10.name=nodeName ステートメントを編集して、ファイルを保存します。

11.183 ページの「クラスタ内の個々のノードの再起動または停⽌」の⼿順に従って、ノードを再起動し
ます。

クラスタからのノードの削除
My webMethods Server クラスタのノードが使⽤されなくなった場合は、以下の⼿順に従ってクラスタか
らノードを削除する必要があります。

クラスタからノードを削除するには

1. 183 ページの「クラスタ内の個々のノードの再起動または停⽌」の⼿順に従って、クラスタから削除
するノードを別のノードから停⽌します。

2. 以下のコマンドを⼊⼒して、My webMethods Server データベースから cluster.xml ファイルを取得
します。
mws getconfig cluster.xml

3. cluster.xml ファイルをテキストエディタで開きます。ファイルは以下の場所にあります。
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Software AG_directory\MWS\server\serverName \config

4. cluster.xml ファイルで、削除するノードを検索し、このノードの <Component> 要素全体を削除し
て、ファイルを保存します。次に例を⽰します。
<Component class="com.webmethods.portal.system.cluster.impl.Server" 
    enabled="true" name="nodeName "> 
. 
. 
. 
</Component>

5. 以下のコマンドを⼊⼒して、変更した cluster.xml ファイルを My webMethods Server データベース
に展開します。
mws putconfig cluster.xml

6. \serverName \config ディレクトリから cluster.xml ファイルを削除します。

7. 184 ページの「クラスタ内のすべてのノードの再起動または停⽌」の説明に従って、[クラスタ管理]
ページでクラスタ設定を再ロードするか、クラスタを再起動します。

ノードのアンインストール
クラスタ内のノードである My webMethods Server インスタンスをアンインストールすると、ノードは
クラスタ設定から⾃動的に削除されます。アンインストール時に My webMethods Server データベース
が使⽤できない場合は、179 ページの「クラスタからのノードの削除」の⼿順に従ってノードを⼿動で削
除する必要があります。

データベース接続再試⾏の変更
サーバと My webMethods Server データベースとの接続が切断された場合、サーバは接続の再確⽴を試
みます。たとえば、⾼可⽤性環境でデータベースのフェイルオーバーが実⾏される場合などに再試⾏が⾏わ
れます。サーバにおける接続の再試⾏回数、および再試⾏の間隔を変更できます。クラスタ内に複数のサー
バがある場合は、各マシンで個別にこれらの値を変更する必要があります。また、同じマシンに複数のサー
バインスタンスがある場合は、各サーバインスタンスの値を変更する必要があります。

各サーバインスタンスの My webMethods Server データベース接続情報は、以下の場所にある
mws.db.xml ファイルに保持されます。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \config

次の表に、データベース接続再試⾏で使⽤可能な設定を⽰します。

値 説明

再試⾏回数 接続の切断、デッドロック、その他の通常は想定されない SQL エラーが発⽣
した場合に My webMethods Server で SQL ステートメントの再実⾏を試み
る回数。

0: サーバは接続の再確⽴を試みません。

1 以上の整数: サーバは、指定された回数だけ接続を再試⾏します。
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値 説明

通常、再試⾏回数は 3 回以下に設定します。4 回以上の再試⾏が必要になる
場合は、接続やデータベースサーバに問題があります。

再試⾏間隔 サーバが再試⾏を⾏う間隔 (ミリ秒単位)。再試⾏間隔の値は、フェイルオー
バーが実⾏されるのに⼗分な時間とする必要があり、データベースサーバの設
定に依存します。

単⼀の My webMethods Server データベース接続の再試⾏動作を変更するには、以下の⼿順に従いま
す。

サーバインスタンスのデータベース再試⾏動作を変更するには

1. mws.db.xml ファイルをテキストエディタで開きます。ファイルは以下の場所にあります。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \config

2. クラスタ内の各ノードの再試⾏回数を変更するには、mws.db.xml の <PARAMS></PARAMS> タグ
内に <RETRYCOUNT> 要素を追加します。
<RETRYCOUNT>2</RETRYCOUNT>

3. クラスタ内の各ノードを対象として、ミリ秒単位の再試⾏間隔を変更するには、mws.db.xml の
<PARAMS></PARAMS> タグ内に <RETRYDELAY> 要素を追加します。
<RETRYDELAY>300</RETRYDELAY>

結合された要素は、以下のようになっています。

<PARAMS> 
   . 
   . 
   . 
   <!-- retry count on error --> 
   <RETRYCOUNT>2</RETRYCOUNT> 
   <!-- delay in ms between retries  --> 
   <RETRYDELAY>300</RETRYDELAY> 
</PARAMS>

4. ファイルを保存して、My webMethods Server インスタンスを再起動します。

5. クラスタ内の各ノードでこの⼿順を繰り返します。

クラスタのリソースロック設定の変更
My webMethods Server クラスタで追加コンポーネントをインストールする場合、クラスタノードは更新
されるリソースのデータベースのロックを取得します。コンポーネントのインストールは、特定のリソース
を⻑時間ロックしたままにすることがあります。クラスタノード間でリソースを同時にロックしようとして
タイムアウトが発⽣しないようにするために、My webMethods Server の custom_wrapper.conf ファイ
ルに次の追加の JVM パラメータを使⽤して、ロックの有効性と待機時間を設定できます。

com.webmethods.task.lock.max.time
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com.webmethods.task.lock.max.wait.time

My webMethods Server クラスタのリソースロック設定を変更するには

1. My webMethods Server をシャットダウンします。

2. custom_wrapper.conf ファイルをテキストエディタで開きます。

ファイルは次の場所にあります。

Software AG_directory\profiles\MWS_serverName \configuration

3. custom_wrapper.conf ファイルに、次の追加パラメータを追加することにより、リソースロックと
ロック待機時間の制限を指定します。

パラメータ 説明

-Dcom.webmethods.task.lock.max.
wait.time=time_in_milliseconds ノードがリソースのロックを取得するまで

待機できる最⼤時間 (ミリ秒)。デフォルト
値は 300000 (5 分) です。

-Dcom.webmethods.task.lock.max.
time=time_in_milliseconds ノードがリソースをロックできる最⼤時間

(ミリ秒)。デフォルト値は 300000 (5 分)
です。

4. custom_wrapper.conf ファイルを保存して、My webMethods Server を再起動します。

custom_wrapper.conf ファイルに追加の JVM パラメータを設定する⽅法の詳細については、71 ページ
の「My webMethods Server の JVM 設定」を参照してください。

クラスタの監視および制御
クラスタまたはスタンドアロンサーバ内のノードの状態情報を表⽰したり、個々のノードを再起動または停
⽌したり、クラスタ全体を再起動または停⽌したり、個々のノードを保守モードにしたりできます。

クラスタの状態情報の確認
クラスタ内のノードまたはスタンドアロンサーバの状態情報を⼿動で更新できます。

クラスタ内のノードの状態情報を表⽰するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [クラスタ設定] > [クラスタの状態および制御]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [ク
ラスタ管理] > [クラスタの状態および制御]

2. [クラスタの状態および制御] ページで状態情報を更新するには、[リフレッシュ] をクリックします。
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次の表に、[クラスタの状態および制御] ページで表⽰されるフィールドを⽰します。

フィールド 説明

ノードが実⾏されているかどうかを⽰すインジケータ。個別の状態を更新する
には、ノードのアイコンをクリックします。すべてのノードの状態を更新する
には、  をクリックします。状態アイコンの意味は以下のとおりです。

 ノードは実⾏中です

 ノードは停⽌しています

[ノード名] ノードに割り当てられているノード名。ノード名をクリックすると、ブ
ラウザは現在のウィンドウを使⽤してノードに直接接続します。この名前
は、178 ページの「ノードの名前変更」の⼿順に従って⼿動で変更できます。

[役割] 現在ノードに割り当てられているクラスタの役割。

[起動時間] ノードが最後に起動されてからの時間 (⽇、時間、分)。

[アクティブなユー
ザ]

ノードのアクティブユーザ数。この数には、ゲストセッションおよび破棄され
たセッションの数が含まれることがあるため、ログインしている正確なユーザ
数を⽰さない場合があります。

アクション ノードに対して実⾏できるアクションです。詳細については、183 ページの
「クラスタ内の個々のノードの再起動または停⽌」を参照してください。

クラスタ内の個々のノードの再起動または停⽌
クラスタ内の個々のノードを再起動または停⽌できます。

クラスタ内の個々のノードを再起動または停⽌するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [クラスタ設定] > [クラスタの状態および制御]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [ク
ラスタ管理] > [クラスタの状態および制御]

2. アクションを実⾏するノードで、以下のいずれかを実⾏します。

[再起動] をクリックします。

ノードが停⽌して、  アイコンが表⽰されます。ノードが再起動されたら、アイコンが  に戻
ります。

[シャットダウン] をクリックします。
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ノードが停⽌します。ノードを停⽌した後は、このページから再起動することができません。ホス
トマシンで My webMethods Server インスタンスを起動する必要があります。

クラスタ内のすべてのノードの再起動または停⽌
単⼀のコマンドを使⽤して、クラスタ内のすべてのノードを再起動または停⽌できます。

クラスタ内のすべてのノードを再起動または停⽌するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [クラスタ設定] > [クラスタの状態および制御]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [ク
ラスタ管理] > [クラスタの状態および制御]

2. 以下のいずれかを⾏います。

[クラスタの再起動] をクリックします。

テーブルの最初のノードから 1 つずつ順番にノードが停⽌および再起動されます。最初のノード
がこのコマンドを発⾏するノードである場合は、次のノードから再起動が開始されます。コマンド
を発⾏するノードは、他のすべてのノードが再起動された後に再起動されます。ノードが再起動さ
れた後、ページは⾃動的にはリフレッシュされません。1 分ほど経過した後に、⼿動でブラウザを
リフレッシュする必要があります。クラスタが完全に再起動されたら、ログイン画⾯が表⽰されま
す。

[クラスタのシャットダウン] をクリックします。

すべてのノードが停⽌します。ノードを再起動するには、各ホストマシンで My webMethods
Server インスタンスを起動する必要があります。

個々のノードの保守モード化
クラスタの個々のノードを保守モードにして、問題の診断や、ファイルシステムのクリーンアップや、サー
バ設定の変更などの操作を実⾏できます。

My webMethods Server が保守モードの場合、サーバの動作は、ユーザのタイプによって異なります。

My webMethods およびシステム管理者: My webMethods 管理者およびシステム管理者は、サーバが
保守モードの間、My webMethods Server にログインし、通常と同様の通信ができます。

My webMethods ユーザ: My webMethods ユーザは、サーバが保守モードの間、ログインできませ
ん。既にログインしている My webMethods ユーザは、別のサーバページを読み込もうとすると、保
守モードページにリダイレクトされます。

個々のノードを保守モードにするには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [クラスタ設定] > [クラスタの状態および制御]
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システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [ク
ラスタ管理] > [クラスタの状態および制御]

2. 保守モードにするノードについて、[アクション] 列の [保守] をクリックします。

3. [保守] ダイアログボックスで、次のフィールドの値を指定します。

a. [保守モード中] フィールドで、[はい] をクリックします。

b. [経過時間] フィールドで、以下の値のいずれかを選択します。

永続 - My webMethods Server が再起動されたときノードは保守モードのままになる

⼀時的 - My webMethods Server が再起動されたときノードの保守モードが解除される

c. (オプション) [原因] フィールドで、ノードを保守モードにする理由を指定します。理由を指定し
ないと、My webMethods Server は保守ページでデフォルトの保守メッセージを表⽰します。

4. [適⽤] をクリックします。

[クラスタ設定] ページの [クラスタの状態および制御] タブで、My webMethods Server はノードの [保守
中] 列に [はい] を表⽰します。

個々のノードの保守モードからの解除
個々のノードを保守モードから解除するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [クラスタ設定] > [クラスタの状態および制御]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [ク
ラスタ管理] > [クラスタの状態および制御]

2. 保守モードを解除するノードについて、[アクション] 列の [保守] をクリックします。

3. [保守モード中] フィールドで、[いいえ] をクリックします。

4. [適⽤] をクリックします。

[クラスタ設定] ページの [クラスタの状態および制御] タブで、My webMethods Server はノードの [保守
中] に [いいえ] を表⽰します。

クラスタからのコンポーネントの削除
クラスタ内のすべてのノードは同じ My webMethods Server データベースを使⽤するため、展開された
すべてのコンポーネントの登録情報はすべてのノードで共有されます。あるノードでコンポーネントを削除
すると、データベースから登録が削除され、そのコンポーネントはどのノードでも使⽤できなくなります。

クラスタからコンポーネントを削除するには

各ノードの展開フォルダからコンポーネントファイルを削除します (各ノードで [⾃動展開] 役割が有
効な場合)。
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または

Deployer を使⽤して、クラスタ内の各ノードでコンポーネントをロールバックします。

cluster.xml ファイルの使⽤
cluster.xml ファイルには、スタンドアロンサーバまたはクラスタ内のすべてのサーバの設定情報が含まれ
ています。このファイルは、My webMethods Server データベース内にあります。クラスタにノードを追
加すると、My webMethods Server によってこのファイルに新規サーバが追加されます。また、[クラス
タ管理] ページで変更を⾏うと、このファイルが変更されます。「178 ページの「ノードの名前変更」」
および「179 ページの「クラスタからのノードの削除」」の⼿順に従って、⼿動で cluster.xml ファイル
を変更することもできます。

以下に、ファイルの⼀部を⽰します。この部分では、クラスタ内のノードの基本的な設定が⽰されていま
す。

<Component class="com.webmethods.portal.system.cluster.impl.Server" 
   enabled="true" 
   name="server-one-node59581"> 
   <Properties host="server-one" name="http port="8585"/> 
   <Properties host="server-one" name="https" port="0"/> 
   <Role name="autodeploy"/> 
   <Role name="taskengine"/> 
   <Role name="notification"/> 
</Component>

次の表に、ファイルの⼀部に含まれているプロパティと、それらの値の例を⽰します。

プロパティ 値の例

ノード名 server-one-node59581

ホスト名 server-one

HTTP ポート 8585

HTTPS ポート 0: HTTPS リスナが無効であることを⽰しています。

役割 このサーバでサポートされているクラスタ役割が [⾃動展開]、[Task Engine]
および [通知] であることを⽰しています。

次の表に、cluster.xml ファイルを変更して実⾏するタスクを⽰します。

アクション 説明

ノードの追加 上記の例に⽰したような完全な <Component> 要素をファ
イルに追加します。この場合、このノードが既に存在してお
り、クラスタ内の他のノードと同じ My webMethods Server
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アクション 説明

データベースを使⽤している必要があります。cluster.xml
ファイル内のノード名は、そのノードのホストマシン上の
custom_wrapper.conf ファイル内のノード名と同じであるか、
またはノード起動時にコマンドライン (mws -n nodeName
start) で指定する必要があります。

ノードの名前変更 ノードのノード名を変更します。

ノード属性の変更 ノード名、HTTP ポート、HTTPS ポート、クラスタ役割など、
ノードの任意の属性を編集します。

ノードの削除 ノードを定義する <Component> 要素全体を削除します。

クラスタ設定の変更 クラスタプロパティの表の説明に従い、クラスタプロパティを編
集します。

次の表に、cluster.xml ファイルを使⽤して設定できるクラスタのプロパティを⽰します。

プロパティ 説明

frontEndUrl My webMethods Server クラスタの
URL。完全修飾 URL を指定します (例:
http://host_name:port_number、https://

host_name:port_number)。デフォルト値は、クラスタの 1
つ⽬のノードの URL となります。

frontEndSecurePort My webMethods Server クラスタがセキュアな通信で使
⽤する HTTPS ポート。デフォルトの値は -1 です。これ
は、設定されたセキュアなフロントエンド URL がないこ
とを意味します。

cluster.xml ファイルの編集
cluster.xml ファイルを編集するには、My webMethods Server インスタンスが実⾏されている必要はあ
りませんが、My webMethods Server データベースは実⾏されている必要があります。

cluster.xml ファイルを編集するには

1. クラスタノードをホストする任意のマシンのコマンドラインプロンプトで、サーバインスタンスの bin
ディレクトリに移動します。

Software AG_directory\MWS\bin

2. 以下のコマンドを⼊⼒して、My webMethods Server データベースから cluster.xml ファイルを取得
します。
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mws getconfig cluster.xml

3. cluster.xml ファイルをテキストエディタで開きます。

ファイルは次の場所にあります。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \config

4. cluster.xml ファイルのバックアップコピーを作成します。

5. 必要に応じて cluster.xml ファイルの内容を変更します。

6. コマンドラインプロンプトで以下のコマンドを⼊⼒して、変更した cluster.xml ファイルを My
webMethods Server データベースに展開します。
mws putconfig cluster.xml

7. \serverName \config ディレクトリから cluster.xml ファイルを削除します。

cluster.xml ファイルを削除しないと、このノードでは引き続きローカルバージョンのファイルが使⽤
されます。

8. 184 ページの「クラスタ内のすべてのノードの再起動または停⽌」の⼿順に従って、クラスタを再起
動します。

cluster.xml ファイルへの変更を元に戻すには
[クラスタ管理] ページを使⽤して cluster.xml ファイルを変更した後、その変更によってエラーが発⽣
した場合は、cluster.xml.bak ファイルを使⽤して前の設定に戻すことができます。My webMethods
Server インスタンスが実⾏されている必要はありませんが、My webMethods Server データベースは実
⾏されている必要があります。

cluster.xml ファイルへの変更を元に戻すには

1. クラスタノードをホストする任意のマシンのコマンドラインプロンプトで、サーバインスタンスの bin
ディレクトリに移動します。

Software AG_directory\MWS\bin

2. 以下のコマンドを⼊⼒して、My webMethods Server データベースから cluster.xml.bak ファイルを
取得します。
mws getconfig cluster.xml.bak

3. ファイルの名前を cluster.xml.bak から cluster.xml に変更します。

4. コマンドラインプロンプトで以下のコマンドを⼊⼒して、変更した cluster.xml ファイルを My
webMethods Server データベースに展開します。
mws putconfig cluster.xml

5. \serverName \config ディレクトリから cluster.xml ファイルを削除します。

cluster.xml ファイルを削除しないと、このノードでは引き続きローカルバージョンのファイルが使⽤
されます。

6. 184 ページの「クラスタ内のすべてのノードの再起動または停⽌」の⼿順に従って、クラスタを再起
動します。
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イメージからのクラスタノードの作成
クラスタを作成する⽅法の 1 つに、インストール済みの My webMethods Server インスタンスおよび
他の製品が存在するマシンのイメージを保存して、そのイメージを新しいマシンに移動する⽅法がありま
す。この⽅法を使⽤すると、インストール時間を短縮でき、新しいマシンに同⼀の設定を展開できます。単
なる My webMethods Server のインストールではなく、完全に初期化が完了している My webMethods
Server インスタンスのイメージを作成することをお勧めします。My webMethods Server インスタンス
は、最初に起動された後、管理者がインスタンスに正常にログインしてから停⽌すると完全に初期化された
状態になります。

クラスタで新しいノードを使⽤する前に、いくつかの項⽬を変更する必要があります。新しいマシンは
My webMethods Server データベースにアクセスできる必要がありますが、以下の変更を⾏うまでは My
webMethods Server を起動しないでください。

イメージから作成されたノードを追加するには

1. 新しいイメージが配置されたマシンのコマンドラインプロンプトで、サーバインスタンスの bin ディ
レクトリに移動します。

Software AG_directory\MWS\bin

2. 以下のコマンドを⼊⼒して、My webMethods Server データベースから cluster.xml ファイルを取得
します。
mws getconfig cluster.xml

3. cluster.xml ファイルをテキストエディタで開きます。

ファイルは次の場所にあります。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \config

4. 元のマシンのサーバインスタンスの <Component> 要素全体をコピーして、cluster.xml ファイルに
貼り付けます。

5. 新しい <Component> 要素で、以下の変更を⾏います。

a. name の値を、新しいノードを説明するノード名に変更します。

b. host プロパティを、新しいマシンのホスト名に変更します。

次に例を⽰します。

name="server-one-node59581"><Properties
host="server-one" name="http"

これを、以下のように変更します。

name="node2"><Properties
host="server-two" name="http"

c. 必要に応じて、新しいノードが担当するクラスタ役割を反映するように <Role> の値を変更しま
す。

6. コマンドラインプロンプトで以下のコマンドを⼊⼒して、変更した cluster.xml ファイルを My
webMethods Server データベースに展開します。
mws putconfig cluster.xml
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7. \serverName \config ディレクトリから cluster.xml ファイルを削除します。

cluster.xml ファイルを削除しないと、このノードでは引き続きローカルバージョンのファイルが使⽤
されます。

8. テキストエディタで、サーバインスタンスの custom_wrapper.conf ファイルを開きます。ファイル
は次の場所にあります。

Software AG_directory\profiles\MWS_serverName \configuration\

9. custom_wrapper.conf ファイルで、NODE_NAME ステートメントの値を変更して、ファイルを保存
します。
set.NODE_NAME=nodeName

10.My webMethods Server インスタンスを起動します。

11.起動が正常に完了したら、ブラウザウィンドウを開き、SysAdmin として My webMethods Server
にログインして、サーバインスタンスが正常に動作していることを確認します。

12.クラスタ内の各ノードを再起動します。

ノードは、⼿動で再起動することも、184 ページの「クラスタ内のすべてのノードの再起動または停
⽌」の⼿順に従って My webMethods Server 内から再起動することもできます。

クラスタノードでのアプリケーションのパーティション化
My webMethods Serverクラスタにおいて、パーティション化とは、クラスタのノード間にアプリケー
ションを分割することをいいます。クラスタパーティションを設定することによって、どのアプリケーショ
ンをノードで実⾏し、どのアプリケーションを実⾏しないかを制御できます。パーティション化は、⾮対称
モード (168 ページの「My webMethods Server クラスタでのコンポーネント展開」) とは異なるもの
であり、⾮対称モードではコンポーネントを⼿動でノードに展開します。パーティション化はコンポーネン
トの実際の実⾏を制御します。

パーティションが必要な理由
クラスタ内にパーティションを作成する実⽤的な理由は複数あります。

クライアントの分割

ロードバランサルールを使⽤することで、1 組のユーザをあるノードに、別の組のユーザを別のノード
にルーティングすることができます。パーティション内のユーザは、そのユーザに提供するよう選択さ
れたアプリケーションのセットにのみアクセスできます。

アプリケーション管理を上回る優れた制御

特定のアプリケーションが 1 つのパーティション内でのみ実⾏されるため、残りのクラスタが通常操
作を続⾏している間に簡単にアプリケーションを更新できます。

キャッシュの安定性とメモリ使⽤量

ある特定のノードで⾼トラフィックのためにパフォーマンスが低下した場合でも、他のノードのユー
ザが影響を受けることはありません。たとえば現在の Task Engine アーキテクチャでは、タスクは通
常、メモリ内キャッシュに配置されます。キャッシュ内に存在するタスクインスタンスが多すぎる場
合、使⽤可能なメモリを超過する可能性があります。
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パーティションのガイドライン
クラスタ内にパーティションを作成する⽅法について、理解しておく必要のある項⽬がいくつかあります。

デフォルトで、クラスタにはパーティションが 1 つあります。パーティションが 1 つしかない場合、
明⽰的にノードをパーティションの⼀部としてリストしているかどうかに関係なく、すべてのノードが
そのパーティションの⼀部になります。

個々のノードは 1 つのパーティションの⼀部になります。パーティションの⼀部として特別にリスト
されていないノードはすべて、設定ファイルに定義されている最後のパーティションのメンバーになり
ます。191 ページの「パーティションの作成と変更」を参照してください。

各パーティションは、ポートレットが有効か無効かを管理する phaseProvider.xml ファイルに関連付
けられます。パーティションが特定のフェーズプロバイダファイルに関連付けられていない場合は、デ
フォルトで、デフォルトフェーズプロバイダに関連付けられます。

パーティションの作成と変更
194 ページの「デフォルトのパーティション設定」で説明しているように、デフォルトでは、すべてのク
ラスタノードが含まれるパーティションが 1 つあります。追加のパーティションを作成または変更するに
は、パーティション設定ファイルを変更する必要があります。

My webMethods Server は設定ファイルを使⽤して、クラスタのパーティション化を管理します。

clusterPartitions.xml: このファイルを変更して、クラスタにパーティションを追加し、各パーティ
ションにノードを割り当てます。191 ページの「クラスタパーティションファイル」を参照してくだ
さい。

partitionName PhaseProvider.xml: これらのファイルを作成および変更して、ポートレットが有効か
無効かを指定します。192 ページの「フェーズプロバイダファイル」を参照してください。

パーティションごとに専⽤のフェーズプロバイダファイルを持つことができます。関連付けられた固有
のフェーズプロバイダを持たないパーティションは、デフォルトの phaseProvider.xml ファイルを使
⽤します。

partitionName Portlets.properties: フェーズプロバイダごとに、これらのファイルの 1 つを作成お
よび変更します。このファイルでは、特定のパーティションのフェーズプロバイダによって影響を受け
るポートレットをリストします。193 ページの「ポートレットプロパティファイル」を参照してくだ
さい。

パーティションごとに専⽤のポートレットプロパティファイルを持つことができます。パーティション
内のすべてのポートレットが有効な場合、ポートレットプロパティファイルは必要ありません。

メモ: ファイル名およびファイルの内容は⼤⽂字と⼩⽂字が区別されます。

My webMethods Server は、これらの設定ファイルを My webMethods Server データベースに保存しま
す。これらのファイルにアクセスして変更できるようにするには、75 ページの「データベースに保存され
た設定ファイルの変更」を参照してください。

クラスタパーティションファイル
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クラスタパーティションファイル (clusterPartitions.xml) では、クラスタのパーティションを定義し、各
パーティションにノードを割り当てます。clusterPartitions.xml ファイルのパーティションのデータ構造
は、次のとおりです。

<ClusterPartitions> 
   <Partition name="partitionName " 
      frontEndUrl="http://some.url.com "> 
      <Component name="componentName "> 
      </Component>     
   </Partition> 
</ClusterPartitions>

ここで、

partitionName パーティションに割り当てる名前。他の設定ファイルでは、この名前を使⽤
してパーティションを識別します。

some.url.com 代替フロントエンド URL。

frontEndUrl 属性はオプションで、この属性を使⽤すると、クラスタ全体
とは異なるフロントエンド URL をパーティションで使⽤できます。この属
性を省略した場合、パーティションは cluster.xml ファイルの frontEndUrl
値を使⽤します。

componentName パーティションの⼀部であるコンポーネント (クラスタノード) の名前。コ
ンポーネント名は、cluster.xml ファイルのコンポーネント名と同じです。

clusterPartitions.xml のエントリは次のルールに従います。

クラスタのパーティションごとに Partition エレメントが 1 つある。常に、1 つ以上の Partition エ
レメントがある。

各 Component エレメントは、パーティションのメンバーであるクラスタノードを⽰す。1 つのパー
ティションに指定できるノードは 0 個以上。

ファイルに Partition エレメントが 1 つしかない場合、Component エレメントで⽰されているかどう
かに関係なく、すべてのクラスタノードがそのパーティションのメンバーになる。

Partition エレメント内に特別に⽰されていないクラスタノードは、すべて⾃動的に、ファイル内に定
義されている最後のパーティションのメンバーになる。

フェーズプロバイダファイル
フェーズプロバイダファイル (partitionName PhaseProvider.xml) は、ポートレットがパーティション
に対して有効か無効かを決定します。パーティションごとに専⽤のフェーズプロバイダファイルを持つこ
とができます。関連付けられた固有のフェーズプロバイダを持たないパーティションは、デフォルトの
phaseProvider.xml ファイルを使⽤します。このトピックに適⽤されるフェーズプロバイダファイル部分
は、CoreServices フェーズ内にネストされる portlet フェーズに含まれます。

<!-- All services come on line  --> 
<Phase name="CoreServices" enabled="true" 
   class="com.webmethods.portal.system.init.impl.DefaultPhase"> 
      . 
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      . 
   <PhaseInfo name="portlet" enabled="true" 
      class="com.webmethods.portal.service.portlet.impl.PortletProvider" 
      initFile="config:/adminPortlets.properties" 
      initFileComponentsEnabled="false" 
   /> 
      . 
      . 
/>

ここで、

initFile パーティションのフェーズプロバイダによって影響を受
けるポートレットのリストが含まれるポートレットプロ
パティファイルを指定します。

initFileComponentsEnabled パーティションポートレットプロパティファイルにリス
トされているポートレットが有効か無効かを指定しま
す。

false: リストされているポートレットは無効になりま
す。

true: 有効になるのはリストされているポートレットの
みです。

上記の例の場合、ポートレットプロパティファイルは adminPortlets.properties で
initFileComponentsEnabled 属性は false であり、これは、そのファイルに無効になるポートレットのリ
ストが含まれることを意味します。

initFile および initFileComponentsEnabled 属性は必須ではありません。これらの属性を省略すると、す
べてのポートレットがパーティション内で有効になります。

メモ: パーティション⽤の新しいフェーズプロバイダファイルを作成するには、デフォルトの
phaseProvider.xml ファイルのコピーを作成し、必要に応じて変更します。

ポートレットプロパティファイル
ポートレットプロパティファイル (partition_name Portlets.properties) は、特定のパーティションの
フェーズプロバイダによって影響を受けるポートレットをリストします。開発またはテスト⽬的のために、
個々のポートレットのフェーズプロバイダを上書きすることができます。

ポートレットプロパティファイルの構造は簡単です。次の例に⽰すように、各ポートレットを個別の⾏に配
置して、後ろに = 記号を続けます。

wm_task_chart___taskchart= 
wm_task_search___taskinboxsearchbar= 
wm_task_search___taskinboxsearchresults= 
wm_task_search___tlmsearchresults= 
wm_task_search___tlmsearchquery=

ポートレットプロパティファイルは、すべてのポートレットが有効になっているパーティショ
ンには必要ありません。このような場合には、フェーズプロバイダファイルの initFile および
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initFileComponentsEnabled 属性を省略することができます。そうでない場合は、これらの属性でポート
レットプロパティファイルの使⽤が管理されます。

フェーズプロバイダファイルの⼀時的な上書き
開発またはテスト⽬的のために、個々のファイルのフェーズプロバイダのデフォルト動作を⼀時的に上書き
することができます。これを⾏うには、次のように = 記号の前に + または - 記号を置きます。

+=: フェーズプロバイダに関係なく、ポートレットを有効にします。

-=: フェーズプロバイダに関係なく、ポートレットを無効にします。

たとえば、initFileComponentsEnabled 属性が false になっているとすると、ポートレットプロパティ
ファイル内にリストされているすべてのポートレットが無効になります。上記リスト内の任意のポートレッ
トを有効にするには、次のように = を += に変更します。

wm_task_search___processsearchbar+=

後で + 記号を削除すると、そのポートレットはリスト内の他のポートレットと同様に無効になります。

デフォルトのパーティション設定
デフォルトでは、すべてのクラスタノードが含まれる、default という名前のパーティションが 1 つありま
す。デフォルトパーティションの設定ファイルセットは、次のファイルで構成されています。

clusterPartitions.xml: デフォルト状態で、このファイルはデフォルトパーティションのみを定義しま
す。

phaseProvider.xml: このフェーズプロバイダファイルは、デフォルトパーティションをサポートしま
す。次の属性が設定されています。

initFile="config:/defaultPartitionPortlets.properties" 
initFileComponentsEnabled="false"/>

defaultPartitionPortlets.properties: このファイルは、デフォルトでは空です。

デフォルト設定では、デフォルトパーティション内のすべてのポートレットが有効になります。

例: クラスタパーティションの作成
設定ファイルを編集してクラスタパーティションを作成するには、以下の⼿順に従います。この⼿順は、デ
モを意図したものあり、現実的な例ではありません。この⼿順の前提として、1 つのクラスタが存在し、そ
こに次の 5 つのノードがあります。

default
node2
node3
node4
node5

この例では、クラスタに次の 3 つのパーティションを作成します。

default (すべてのポートレットが有効)
partition2 (指定したポートレットのグループが無効)
partition3 (指定したポートレットのグループが無効だが、⼀部は⼀時的に有効)
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設定ファイルを編集してパーティションを作成するには

1. コマンドラインプロンプトで、次のコマンドを⼊⼒してサーバの bin ディレクトリに移動します。
cd Software AG_directory \MWS\bin

2. My webMethods Server データベースから clusterPartitions.xml ファイルを抽出するには、次のコ
マンドを⼊⼒します。
mws getconfig clusterPartitions.xml

3. My webMethods Server データベースから phaseProvider.xml ファイルを抽出するには、次のコマ
ンドを⼊⼒します。
mws getconfig phaseProvider.xml

4. My webMethods Server データベースから defaultPartitionPortlets.properties ファイルを抽出する
には、次のコマンドを⼊⼒します。
mws getconfig defaultPartitionPortlets.properties

5. ダウンロードした clusterPartitions.xml ファイルをテキストエディタで開きます。

ダウンロードしたファイルはすべて次の場所にあります。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \config

6. 191 ページの「クラスタパーティションファイル」の構⽂を使⽤して clusterPartitions.xml ファイ
ルを編集し、partition2 および partition3 をクラスタに追加します。

変更後の clusterPartitions.xml ファイルは次のようになります。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ClusterPartitions> 
    <Partition name="default" frontEndUrl="http://my.company.server:8585"> 
        <Component name="default"> 
        </Component> 
    </Partition>    
    <Partition name="partition2"> 
        <Component name="node2"> 
        </Component> 
        <Component name="node3"> 
        </Component> 
    </Partition> 
    <Partition name="partition3"> 
    </Partition> 
</ClusterPartitions>

このファイルを基に、次のように設定されます。

デフォルトパーティションにデフォルトノードが含まれる

partition2 に node2 および node3 が含まれる

partition3 に node4 および node5 が含まれる (ファイル内の最後のパーティションに、他の
パーティションに特別に割り当てられていないすべてのノードが含まれる)

7. clusterPartitions.xml ファイルを保存して閉じます。
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この結果、194 ページの「デフォルトのパーティション設定」の説明に従ってデフォルトパーティ
ションが作成され、すべてのポートレットが有効になります。

8. phaseProvider.xml のコピーを作成し、partition2PhaseProvider.xml という名前を付けます。

9. partition2PhaseProvider.xml ファイルをテキストエディタで開きます。

10.CoreServices フェーズ内にネストされている portlet フェーズで、ファイルが次のようになるよう
に、defaultPartitionPortlets.properties を partition2Portlets.properties に変更します。
<PhaseInfo name="portlet" enabled="true" 
    class="com.webmethods.portal.service.portlet.impl.PortletProvider" 
    initFile="config:/partition2Portlets.properties" 
    initFileComponentsEnabled="false"/>

これで、フェーズプロバイダが partition2Portlets.properties を指すようになりま
す。initFileComponentsEnabled が false に設定されているため、このファイルにリストされている
ポートレットは無効になります。

11.partition2Portlets.properties ファイルを保存して閉じます。

12.defaultPartitionPortlets.properties のコピーを作成し、partition2Portlets.properties という名前を
付けます。

13.partition2Portlets.properties ファイルをテキストエディタで開いて、partition2 で無効にするポー
トレットのリストを追加します。

次に例を⽰します。

# These portlets will not be initialized. 
wm_task_chart___taskchart= 
wm_task_search___taskinboxsearchbar= 
wm_task_search___taskinboxsearchresults= 
wm_task_search___tlmsearchresults= 
wm_task_search___tlmsearchquery=

ユーザインタフェースでは、 これらのポートレットは次のように使⽤されます。

"taskchart" は [タスクチャート] を表⽰する

"tlmsearchquery" は [タスク⼀覧の管理] を表⽰する

残りのポートレットは [受信トレイ] を表⽰する

14.partition2Portlets.properties ファイルを保存して閉じます。

この結果、特定のポートレットが partition2 (node2 および node3) で無効になります。

メモ: partition3 の⼿順では、フェーズプロバイダファイルを⼀時的に上書きする⽅法を⽰します。結
果的に、partition2 の⼿順とほとんどが重複するため、partition3 の⼿順は簡単に説明します。

15.phaseProvider.xml のコピーを作成し、partition3PhaseProvider.xml という名前を付けます。

16.partition3PhaseProvider.xml で、defaultPartitionPortlets.properties を
partitionPortlets.properties に変更します。

17.partition2Portlets.properties のコピーを作成し、partition3Portlets.properties という名前を付け
ます。
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この結果、partition2 と同じポートレットを無効にするように partition3 が設定されます。

18.partition3Portlets.properties で、最後の 2 つのポートレットの末尾にある = の前に + を置きます。

次に例を⽰します。

# These portlets will not be initialized. 
wm_task_chart___taskchart= 
wm_task_search___taskinboxsearchbar= 
wm_task_search___taskinboxsearchresults= 
wm_task_search___tlmsearchresults+= 
wm_task_search___tlmsearchquery+=

メモ: この例の場合、ポートレットの選択は任意です。

この結果、partition3 (node4 および node5) では、partition2 と同じポートレットが無効になりま
すが、ポートレットのサブセットは有効になります。

19.新しい変更済みのファイルを My webMethods Server データベースに展開するには、ファイルごと
に次のコマンドを⼊⼒します。
mws putconfig fileName

20.\serverName \config ディレクトリからこれらのファイルをすべて削除します。

このファイルを削除しないと、クラスタは引き続きローカルバージョンの設定ファイルを使⽤します。

21.次のコマンドを使⽤して、クラスタ内の各ノードを再起動します。
mws -  serverName  restart

設定ファイルに加えた変更は、再起動するまで適⽤されません。

コンポーネントが無効になっているかどうかの確認
194 ページの「例: クラスタパーティションの作成」で説明したシナリオで、ポートレットが無効になっ
ているかどうかを確認するには、次の⼀般的な操作を実⾏します。

1. clusterPartitions.xml ファイルで、各パーティションに別々の frontEndUrl 属性を割り当てます。

2. デフォルトの partition2 のフロントエンド URL を参照し、My webMethods Administrator として
ログインします。

3. ナビゲーションパネルで、[タスク⼀覧の管理] をクリックします。

この選択は次のポートレットに対応しています。

wm_task_search___tlmsearchresults= 
wm_task_search___tlmsearchquery=

[タスク⼀覧の管理] がエラーなしで表⽰されます。

4. partition2 のフロントエンド URL を参照し、My webMethods Administrator としてログインしま
す。

5. ナビゲーションパネルで、[タスク⼀覧の管理] をクリックします。

ポートレットは無効になっているため、エラーが表⽰されます。
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My webMethods Server ユーザインタフェースでのパーティションの表
⽰
パーティションを作成または変更するには、191 ページの「パーティションの作成と変更」で説明した設
定ファイルを使⽤する必要があります。ただし、既存パーティションに関する情報は、My webMethods
Server ユーザインタフェースで表⽰できます。

パーティションに関する情報を表⽰するには

1. 以下のいずれかの⼿順に従って、正しいページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[My webMethods] > [クラスタ設定] > [クラスタパーティション]

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [ク
ラスタ管理] > [クラスタパーティション]

次の表に、[クラスタパーティション] ページで表⽰される情報を⽰します。

列名 ⽬的

[名前] クラスタパーティションファイルに定義されているパーティション名。パー
ティション名をクリックすると、そのパーティションの情報を含むページが
表⽰されます。

[フロントエンド URL] パーティションで使⽤されるフロントエンド URL。

[ノード] パーティション内のノードの数。

[パーティションルー
ル]

フェーズプロバイダファイルによってパーティションに適⽤されるルールで
あり、コンポーネントが [有効] であるか [無効] であるかを決定します。

[管理されたコンポー
ネント]

ポートレットプロパティファイルによって管理されている、パーティション
内のコンポーネント (Web アプリケーションおよびポートレット) の数。管
理されたコンポーネントの状態は、フェーズプロバイダファイルで設定され
ているパーティションルールとは異なる可能性があります。個々のコンポー
ネントの状態については、199 ページの「パーティションページの [コン
ポーネント] タブ」を参照してください。

[詳細] : パーティションに関する具体的な情報が含まれるページへのリンク。

2. 特定のパーティションに関する情報を検索するには、[名前] 列または  をクリックしてください。

パーティションページの [ノード] タブ
パーティションページの [ノード] タブには、そのパーティションに含まれるノードの情報が含まれていま
す。このタブの情報は、クラスタパーティションファイルに定義されているノードを反映します。
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次の表に、My webMethods Server が [ノード] タブに表⽰する情報を⽰します。

列 ⽬的

[名前] クラスタパーティションファイルに定義されている、ノードに割り当てられた
名前。

[ホスト] ノードが配置されているホストマシンの名前。

[HTTP ポート] ノードで使⽤される HTTP ポート。

[HTTPS ポート] ノードの HTTPS リスナーで使⽤されるポート。値 0 は、HTTPS リスナーが
無効になっていることを⽰します。

パーティションページの [コンポーネント] タブ
パーティションページの [コンポーネント] タブには、そのパーティションに含まれる Web アプリケーショ
ンおよびポートレットの情報が含まれています。このタブの情報は、パーティションのフェーズプロバイダ
ファイルおよびパーティションプロパティファイルで作成した設定を反映します。

コンポーネントのリスト⽅法に合わせて、2 つのツリー表⽰があります。

カテゴリ - カテゴリ別にコンポーネントをリストします。

ポートレット - カテゴリに関係なく、コンポーネントを順にリストします。

2 つのビューの間を切り替えるには、[カテゴリツリー表⽰] オプションまたは [ポートレットツリー表⽰] オプ
ションを選択します。

次の表は、My webMethods Server で表⽰される使⽤可能なコンポーネントの詳細について説明していま
す。

列 ⽬的

[コンポーネント] コンポーネントのツリー表⽰。ノードを展開すると、Web アプリケーショ
ンに含まれるポートレットが表⽰されます。

[カテゴリ] (ポートレットツリー表⽰のみ) コンポーネントが属するカテゴリの名前。
「管理」や「コミュニケーション」などです。

[名前] My webMethods Server にインストールされているコンポーネントの名
前。この名前は、[コンポーネント] 列で使⽤されている説明的な名前とは異な
ります。

[状態] コンポーネントの状態。状態アイコンの意味は以下のとおりです。
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列 ⽬的

コンポーネントはこのパーティションで有効になっています。

コンポーネントはこのパーティションで無効になっています。
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属性プロバイダとは
My webMethods Server ユーザに属する属性の提供および使⽤については、さまざまな⽅法があります。
各ユーザの基本となる属性には、My webMethods Server 属性 (ホームページ、スキン、およびページあ
たりの表⽰) があります。また、以下のプリンシパル属性プロバイダがあります。

属性プロバイダ 説明

コア属性 ユーザ ID や電⼦メールアドレスなどのコア属性のセット。ユーザがシ
ステムディレクトリサービスに属する場合、⼀部のフィールドは編集可
能です。ユーザが外部ディレクトリサービスに属する場合は、すべての
フィールドが読み取り専⽤です。205 ページの「コア属性の属性プロバ
イダ」を参照してください。

[ユーザプロファイ
ル]

ユーザがどのディレクトリサービスのメンバーであるかにかかわりなく保
守できるユーザ属性の豊富なセット。属性は、My webMethods Server
データベースに格納されます。⼀度各ユーザに設定すると、ユーザプロ
ファイル属性は My webMethods Server 内でのグローバルなワイヤリ
ングに使⽤できます。206 ページの「ユーザプロファイル属性プロバイ
ダ」を参照してください。

[LDAP] 外部ディレクトリサービスの属性のセット。特定のディレクトリサービス
から公開する属性を指定できます。206 ページの「LDAP 属性プロバイ
ダ」を参照してください。

[データベース] 外部データベースディレクトリサービスの属性のセット。特定のディレク
トリサービスから公開する属性を指定できます。207 ページの「データ
ベース属性プロバイダ」を参照してください。

通知 ユーザが My webMethods Server からの通知を受信できる電⼦メールな
どのアドレスのセット。208 ページの「通知属性プロバイダ」を参照し
てください。

動的 ユーザがメンバーとなっている役割に応じて値が変化する属性のセッ
ト。209 ページの「動的属性プロバイダ」を参照してください。

プリンシパル属性プロバイダは、公開する属性をポートレットのワイヤリングとして使⽤可能にできるため
便利です。たとえば、ユーザがページを表⽰する際に、あるポートレットが郵便番号を使⽤して特定の情報
を表⽰するとします。郵便番号がプリンシパル属性プロバイダからワイヤリングによって提供された場合、
郵便番号属性がディレクトリサービス内で変更されると、ポートレットは変更された属性値を使⽤します。

プリンシパル属性プロバイダは、デフォルトでは無効です。有効にするには、209 ページの「プリンシパ
ル属性プロバイダの表⽰の管理」で説明するように、[プリンシパルプロファイル管理] ページを使⽤しま
す。
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属性プロバイダの使⽤
ユーザ、グループまたは役割の [プロファイル] ページには、各種属性セットと、グループまたは役割のメ
ンバーシップが表⽰されます。ユーザまたはグループが属するディレクトリサービスによって、⼀部の属性
の編集や、グローバルワイヤリングでの使⽤⽬的で公開可能です。

[プロファイル] ページの例を表⽰するには、システム管理者として、標準リンクで [マイプロファイル] をク
リックします。表⽰されるページは、SysAdmin の [プロファイル] ページです。

任意のユーザ、グループまたは役割の [プロファイル] ページを表⽰するには、以下の検索⼿順に従いま
す。

ユーザ、グループまたは役割の [プロファイル] ページを検索するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理] >
[User_type  の管理] > [検索]

User_type は、[ユーザ]、[グループ]、または [役割] です。

2. 編集するユーザを検索します。詳細については、114 ページの「既存のユーザ、グループ、または役
割の検索」を参照してください。

3. 検索結果で、ユーザ、グループ、または役割の⾏にある任意のリンクをクリックするか、  をクリッ
クします。

ユーザ、グループ、または役割の [プロファイル] ページが表⽰されます。

コア属性の属性プロバイダ
コア属性の属性プロバイダには、ユーザ ID や電⼦メールアドレスなどの属性セットが含まれます。ディレ
クトリサービスメンバーシップによっては、⼀部のフィールドが編集可能です。

[ユーザ情報] パネル
個々のユーザの場合、コア属性の属性プロバイダの内容は、[プロファイル] ページの [ユーザ情報] パネ
ルに表⽰されます。システムディレクトリサービス内のユーザの場合、電⼦メールアドレスなどの⼀部の
フィールドは編集可能です。このパネルの情報を編集するには、122 ページの「ユーザ情報の編集」を参
照してください。

外部ディレクトリサービスのメンバーの場合、この情報を編集できませんが、350 ページの「プリンシパ
ル属性からポートレットプロパティへのワイヤリング」で説明するグローバルワイヤリング機能では編集可
能です。

[グループ情報] パネル
グループの場合、コア属性の属性プロバイダの内容は、[プロファイル] ページの [グループ情報] パネル
に表⽰されます。システムディレクトリサービス内のグループの場合、電⼦メールアドレスなどの⼀部の
フィールドは編集可能です。このパネルの情報を編集するには、133 ページの「グループ情報の編集」を
参照してください。



M
Even Header

属性プロバイダ

My webMethods Server 管理者ガイド バージョン 10.4 206

外部ディレクトリサービスのグループの場合、この情報を編集できませんが、350 ページの「プリンシパ
ル属性からポートレットプロパティへのワイヤリング」で説明するグローバルワイヤリング機能では編集可
能です。

[役割情報] パネル
役割の場合、コア属性の属性プロバイダの内容は、[プロファイル] ページの [役割情報] パネルに表⽰され
ます。フィールドは編集できませんが、情報は 350 ページの「プリンシパル属性からポートレットプロ
パティへのワイヤリング」で説明するグローバルワイヤリング機能で使⽤可能です。

ユーザ設定属性プロバイダ
ユーザ設定は、My webMethods Server のすべてのユーザの基本属性です。My webMethods Server の
管理者、システム管理者、または個々のユーザ (権限を付与されている場合) は、これらの基本属性を編集
できます。ユーザ設定を編集するには、122 ページの「ユーザ情報の編集」を参照してください。

ユーザプロファイル属性プロバイダ
ユーザプロファイル属性プロバイダには、ユーザがどのディレクトリサービスのメンバーであるかに関係な
く保守できるユーザ属性の豊富なセットがあります。属性は、My webMethods Server データベースに格
納されます。各ユーザに対して⼀度設定すると、ユーザプロファイル属性は 350 ページの「プリンシパ
ル属性からポートレットプロパティへのワイヤリング」で説明するグローバルワイヤリング機能に使⽤でき
ます。

My webMethods Server の管理者、システム管理者、または個々のユーザ (権限を付与されている場合)
は、ユーザプロファイル属性を編集できます。ユーザごとに個別にユーザプロファイル属性を⼊⼒するか、
ユーザによる⼊⼒を許可する必要があります。必要に応じてすべての属性またはその⼀部を使⽤できます。
ユーザプロファイル属性を編集するには、122 ページの「ユーザ情報の編集」を参照してください。

LDAP 属性プロバイダ
LDAP 属性プロバイダには、ユーザまたはグループが属する外部ディレクトリサービスの、指定した属性
セットが表⽰されます。[LDAP 属性] パネルに表⽰される属性は編集できませんが、350 ページの「プ
リンシパル属性からポートレットプロパティへのワイヤリング」で説明するグローバルワイヤリング機能で
使⽤可能です。

メモ: LDAP 属性プロバイダがデフォルトで有効化されていない場合は、209 ページの「プリンシパル属
性プロバイダの表⽰の管理」を参照してください。

LDAP属性プロバイダは、システムディレクトリサービスのユーザまたはグループには適⽤されません。類
似する属性が、206 ページの「ユーザプロファイル属性プロバイダ」で説明したユーザプロファイル属性
プロバイダに含まれています。

LDAP 属性プロバイダの表⽰
[LDAP 属性] パネルの [プロファイル] ページの内容は変更できませんが、必要であれば表⽰できます。
ユーザまたはグループの [プロファイル] ページを検索するには、114 ページの「既存のユーザ、グルー
プ、または役割の検索」を参照してください。
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外部ディレクトリサービスの LDAP 属性の公開
LDAP 属性プロバイダには、外部ディレクトリサービスから公開されているユーザ属性が表⽰されます。選
択した属性を公開し、グローバルワイヤリング機能で使⽤できます。

外部ディレクトリサービスの LDAP 属性を公開するには

1. システム管理者として次のように選択します。[フォルダ] > [システム] > [サービス]* > [ディレクト
リ] > [プリンシパル属性プロバイダ] > [Provider_type ]

[Provider_type ] は、[ユーザプリンシパル属性プロバイダ] または [グループプリンシパル属性プロバイダ] で
す。

* [次へ] を何回かクリックしないと、表に表⽰される [サービス] を確認できないことがあります。

2. [LDAP 属性] で、  をクリックして、[プロパティ] を選択します。

[LDAP 属性] ページの [プロパティ] が表⽰されます。

3. [LDAP 属性名] で、[追加] をクリックします。

4. 外部ディレクトリサービスで使⽤されている属性名を正確に⼊⼒し、[OK] をクリックします。

たとえば、特定のディレクトリサービスでの電⼦メールの属性名は、「mail」などになります。

5. [LDAP 属性タイトル] で、[追加] をクリックします。

6. My webMethods Server 内で使⽤する属性の表⽰名を⼊⼒し、[OK] をクリックします。

たとえば、mail 属性の場合、「Email」という表⽰名を⼊⼒できます。

7. 複数の LDAP 属性がある場合は、[LDAP 属性名] リストと [LDAP 属性タイトル] リストで順序が同じ
になるように注意してください。

属性とタイトルがリストに表⽰される順序によって、[プロファイル] ページの [LDAP 属性] パネル
に表⽰される順序が決まります。

8. [適⽤] をクリックします。

データベース属性プロバイダ
データベース属性プロバイダには、ユーザまたはグループが属する外部データベースディレクトリサービ
スの、指定した属性セットが表⽰されます。[データベース属性] パネルに表⽰される属性は編集できません
が、350 ページの「プリンシパル属性からポートレットプロパティへのワイヤリング」で説明するグロー
バルワイヤリング機能で使⽤可能です。

メモ: データベース属性プロバイダがデフォルトで有効化されていない場合は、209 ページの「プリンシ
パル属性プロバイダの表⽰の管理」を参照してください。

LDAP属性プロバイダは、システムディレクトリサービスのユーザまたはグループには適⽤されません。類
似する属性が、206 ページの「ユーザプロファイル属性プロバイダ」で説明したユーザプロファイル属性
プロバイダに含まれています。

データベース属性プロバイダの表⽰
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[データベース属性] パネルの [プロファイル] ページの内容は変更できませんが、必要であれば表⽰できま
す。ユーザまたはグループの [プロファイル] ページを検索するには、114 ページの「既存のユーザ、グ
ループ、または役割の検索」を参照してください。

外部ディレクトリサービスのデータベース属性の公開
データベース属性プロバイダには、外部データベースディレクトリサービスから公開されているユーザまた
はグループ属性が表⽰されます。選択した属性を公開し、グローバルワイヤリング機能で使⽤できます。

外部データベースディレクトリサービスのデータベース属性を公開するには

1. システム管理者として次のように選択します。[フォルダ] > [システム] > [サービス]* > [ディレクト
リ] > [プリンシパル属性プロバイダ] > [Provider_type ]

[Provider_type ] は、[ユーザプリンシパル属性プロバイダ] または [グループプリンシパル属性プロバイダ] で
す。

* [次へ] を何回かクリックしないと、表に表⽰される [サービス] を確認できないことがあります。

2. [データベース属性] で、  をクリックして、[プロパティ] をクリックします。

[データベース属性] ページの [プロパティ] が表⽰されます。

3. [属性名] で、[追加] をクリックします。

4. 外部データベースディレクトリサービスで使⽤されている属性名を正確に⼊⼒し、[OK] をクリックし
ます。

重要: ここで使⽤する属性は、データベースディレクトリサービスの [ID に基づくユーザ検索のクエ
リー] 属性によって返されます。98 ページの「外部データベースディレクトリサービスの設定」を参
照してください。

たとえば、特定のディレクトリサービスでの郵便番号の属性名は、「zipcode」などになります。

5. [属性タイトル] で、[追加] をクリックします。

6. My webMethods Server 内で使⽤する属性の表⽰名を⼊⼒し、[OK] をクリックします。

たとえば、zipcode 属性の場合、「Zip Code」という表⽰名を⼊⼒できます。

7. 複数のデータベース属性がある場合は、[属性名] リストと [属性タイトル] リストで順序が同じになる
ように注意してください。

属性とタイトルがリストに表⽰される順序によって、[プロファイル] ページの [データベース属性] パネ
ルに表⽰される順序が決まります。

8. [適⽤] をクリックします。

通知属性プロバイダ
通知属性プロバイダを使⽤すると、ユーザが通知を受信するためのさまざまなアドレスを指定できま
す。My webMethods Server の管理者、システム管理者、または個々のユーザ (権限を付与されている場
合) は、これらの基本属性を編集できます。ユーザ設定を編集するには、122 ページの「ユーザ情報の編
集」を参照してください。
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メモ: 通知属性プロバイダは、デフォルトでは無効です。209 ページの「プリンシパル属性プロバイダの
表⽰の管理」を参照してください。

ユーザ設定は、My webMethods Server のすべてのユーザの基本属性です。My webMethods Server の
管理者、システム管理者、または個々のユーザ (権限を付与されている場合) は、これらを編集できます。
ユーザの通知を編集するには、122 ページの「ユーザ情報の編集」を参照してください。

動的属性プロバイダ
動的属性プロバイダを使⽤すると、役割の属性を指定できます。役割のメンバーであるユーザ、グループ、
または役割は、その役割のすべての動的属性を所持します。ユーザが複数の役割のメンバーで、複数の役割
に同じキーを持つ属性がある場合、優先する役割を指定できます。また、役割が提供する属性値に優先する
属性値をユーザに割り当てることができます。動的属性は、122 ページの「ユーザ情報の編集」で説明す
るグローバルワイヤリング機能に使⽤できます。

メモ: 動的属性プロバイダは、役割に対してのみ有効です。ユーザおよびグループには、メンバーになって
いる役割に基づく動的属性があります。

動的属性に関して実⾏可能な機能の詳細については、161 ページの「役割に関連付ける動的属性の定
義」を参照してください。

プリンシパル属性プロバイダの表⽰の管理
プロファイルページにデフォルトですべてのプリンシパル属性プロバイダが表⽰されていた場合、ページは
プロバイダでいっぱいになり、読みにくくなる可能性があります。[プリンシパルプロファイル管理] ペー
ジで、[プロファイル] ページに表⽰するプリンシパル属性プロバイダと、それらの表⽰順序を選択できま
す。ユーザ、グループ、および役割のプリンシパル属性プロバイダを設定できます。

次の表に、使⽤可能なプリンシパル属性プロバイダのリストと、各リストが適⽤されるプロファイルページ
を⽰します。

リスト [プロファイル] ページ

[ユーザ属性プロバイダ] ユーザの [プロファイル] ページ。デフォルトでは、コア属性プ
ロバイダが [ユーザ情報] パネルとして表⽰されます。その他のデ
フォルト属性プロバイダは、グループ、役割、ユーザ設定です。
個々のユーザに適⽤可能な任意のプリンシパル属性プロバイダを
追加できます。

[グループ属性プロバイダ] グループの [プロファイル] ページ。デフォルトでは、コア属性
プロバイダが [グループ情報] パネルとして表⽰されます。デフォ
ルト属性プロバイダは、グループおよびグループメンバーです。
グループに適⽤可能な任意のプリンシパル属性プロバイダを追加
できます。
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リスト [プロファイル] ページ

[役割属性プロバイダ] 役割の [プロファイル] ページ。デフォルトでは、コア属性プロ
バイダが [役割情報] パネルとして表⽰されます。その他のデ
フォルト属性プロバイダは、動的属性です。

[プリンシパルプロファイル管理] ページでは、以下のアクションを実⾏できます。

プロファイルページにプリンシパル属性プロバイダを追加する

プロファイルページでプリンシパル属性プロバイダの位置を並べ替える

プロファイルページからプリンシパル属性プロバイダを削除する

プリンシパル属性プロバイダの追加
[プロファイル] ページにプリンシパル属性プロバイダを追加するには、以下の⼿順に従います。

[プロファイル] ページにプリンシパル属性プロバイダを追加するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理] >
[プリンシパルプロファイル管理]

2. [ユーザ属性プロバイダ]、[グループ属性プロバイダ]、または [役割属性プロバイダ] 領域で、[追加] をク
リックします。

3. 追加するプリンシパル属性プロバイダを指定するには、プリンシパル属性プロバイダを [選択された項
⽬] ボックスに移動し、[選択] をクリックします。

4. ページの下部で、[適⽤] をクリックします。

プリンシパル属性プロバイダの表⽰順の変更
[プロファイル] ページでプリンシパル属性プロバイダが表⽰される順序を変更するには、以下の⼿順に従
います。

プリンシパル属性プロバイダの表⽰順を変更するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理] >
[プリンシパルプロファイル管理]

2. [ユーザ属性プロバイダ]、[グループ属性プロバイダ]、または [役割属性プロバイダ] 領域で、必要に応じて
上下に移動して、プリンシパル属性プロバイダの順序を変更します。

リスト内の最初の属性プロバイダが、[プロファイル] ページでは左端に表⽰され、その後に 2 番
⽬、3 番⽬の属性プロバイダが続きます。

3. ページの下部で、[適⽤] をクリックします。

プリンシパル属性プロバイダの削除
[プロファイル] ページからプリンシパル属性プロバイダを削除するには、以下の⼿順に従います。
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[プロファイル] ページからプリンシパル属性プロバイダを削除するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザ管理] >
[プリンシパルプロファイル管理]

2. [ユーザ属性プロバイダ]、[グループ属性プロバイダ]、または [役割属性プロバイダ] 領域で、リストからプ
リンシパル属性プロバイダを選択し、[削除] をクリックします。

3. ページの下部で、[適⽤] をクリックします。
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My webMethods Server セキュリティについて
My webMethods Server には、サーバ全体のセキュリティインフラストラクチャに役⽴つ機能が多数備
わっています。セキュリティについて考える場合、常に認証 (Auth) と承認 (AZ) を分けて論じる必要があ
ります。ほとんどの場合、認証と承認は関連していますが、この 2 つの概念は別個のものであり、2 つが
連係することで全体的なセキュリティソリューションに⼤きな効果をもたらします。

認証とは、コンピュータトランザクションの当事者が偽者ではないということの保証です。認証には通常、
パスワード、証明書、PIN、または識別情報の確認に使⽤できるその他の情報を使⽤します。認証の⽬的
は、単に当事者が当事者の申告どおり本⼈であることを確認することです。

承認とは、適切なアクセスコントロール情報を評価することにより、当事者が、特定のリソースに対して指
定のタイプのアクセス権を許可されるかどうかを確認するプロセスです。通常、承認は認証のコンテキスト
において⾏われます。当事者は、認証されると、さまざまなタイプのアクティビティを実⾏する権限を与え
られます。

My webMethods Server には、認証と承認の両⽅のインフラストラクチャが組み込まれています。ま
た、My webMethods Server は、既存のセキュリティインフラストラクチャを再利⽤して、認証と承認の
両⽅に活⽤するために拡張できるよう設計されています。

My webMethods Server では、サーバ全体、またはフォルダ、ページ、ポートレット、リンク、ドキュメ
ント、ファイル、カスタムオブジェクトを含む個々のサーバリソースに対して、認証と承認の両⽅を適⽤で
きます。

サーバの認証
My webMethods Server では、ユーザが本⼈であることを証明するさまざまな⽅法をサポートしていま
す。これらのさまざまな⽅法は、認証スキームと呼ばれます。これらのスキームは、ユーザクレデンシャル
を収集し、その信頼性を検証するための⽅法が異なるだけです。

フォーム認証
フォーム認証は、My webMethods Server のデフォルトの認証スキームです。この認証スキームでは、
ユーザに対してフォームを提⽰し、そのフォームを POST する⽅法により、サーバに渡す必要なクレデン
シャルを収集します (データはサーバの標準⼊⼒に渡されます)。認証に使⽤されるフォームまたはページ
は、簡単にカスタマイズできます。各種の条件に基づいてさまざまなフォームやページを提⽰することも容
易です。たとえば、モバイル機器からサーバにアクセスするユーザと、ブラウザからサーバにアクセスする
ユーザに対して、異なるログイン⽅法を提供することができます。

Anonymous 認証
Anonymous 認証スキームは、ユーザにクレデンシャルを要求しない場合に使⽤されます。My
webMethods Server は Anonymous 要求を受け付け、特別な Guest ユーザとしてサーバとのセッショ
ンを設定しますが、ユーザがクレデンシャルを要求されることはありません。Anonymous 認証スキーム
は、パブリックに公開される可能性があり機密情報が含まれていないサーバの⾮保護領域に使⽤されます。
要求をセッションと Guest のユーザ ID に関連付けることで、管理者は、Guest ユーザの権限を制御し
て、Anonymous アクセスの動作を拡張できます。Guest は、システムディレクトリサービスの⼀部とし
てインストールされるデフォルトのユーザの 1 つです。また、Anonymous ユーザのセッションアクティ
ビティは、レポート要件として追跡することができます。
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Basic 認証
Basic 認証は、伝送メカニズムとして HTTP を使⽤するプログラム向けの、最も互換性の⾼い本来の認
証スキームの 1 つです。しかし、ユーザ名とパスワードを暗号化せずにサーバに送信するため、安全性
が最も低いスキームでもあります。クレデンシャルは通常、HTTP ヘッダーパラメータとして渡されま
す。Basic 認証の場合、ユーザにはネイティブウィンドウシステムでレンダリングされるポップアップウィ
ンドウが表⽰されます。たとえば、Windows で Basic 認証を使⽤すると、Windows のダイアログボック
スが開き、ユーザにクレデンシャルの⼊⼒を求めてから、要求を受け⼊れます。

ケルベロス認証
ケルベロスは、保護されていないネットワーク上でクライアントと My webMethods Server が安全に
通信できるようにする、ネットワーク認証プロトコルです。これは、クライアントと My webMethods
Server の相互認証を提供します。ケルベロス認証は、対称暗号化および信⽤できるサードパーティシステ
ム (キー配布センター (KDC)) を使⽤して ID を検証します。

My webMethods Server は SSO (シングルサインオン) を提供するために、Windows 認証に統合さ
れているケルベロス認証をサポートしています。つまり、Windows によって認証済みの有効な My
webMethods Server ユーザは、My webMethods Server にアクセスするためにログインし直す必要があ
りません。

Windows 認証に統合されているケルベロス認証を設定するには、「228 ページの「ケルベロス認証の設
定」」を参照してください。

NTLM 認証
NTLM (Windows NT LAN Manager) は、各種 Microsoft ネットワークプロトコルの実装で使⽤さ
れ、NTLMSSP (NTLM Security Support Provider) でサポートされている認証プロトコルです。本来はセ
キュリティで保護された DCE/RPC の認証およびネゴシエーションに使⽤される NTLM ですが、統合され
たシングルサインオンメカニズムとして Microsoft のシステム全体でも使⽤されます。Windows システム
上では、NTLM がセットアップされ、My webMethods Server ⽤の認証スキームとして設定されている場
合、既に Windows ドメインにログインしているユーザは、各サーバリソースについての再認証が不要で
す。NTLM または NTLM バージョン 2 (NTLMv2) 認証を選択できます。

NTLM 認証を使⽤するには、231 ページの「NTLM 認証の設定」で説明しているように、ドメインのプ
ライマリドメインコントローラを明⽰的に指定する必要があります。

NTLMv2 を使⽤するには、IOPLEX Software から Jespa Java ソフトウェアライブラリを購⼊する必要が
あります。NTLMv2 の設定の詳細については、232 ページの「NTLMv2 認証の設定」を参照してくださ
い。

メモ: webMethods NTLM 認証または NTLMv2 のいずれかを使⽤できますが、両⽅を同時に使⽤すること
はできません。

HTTP ヘッダー認証
サードパーティのセキュリティおよびアクセスコントロール製品 (Computer Associates、Oblix など) の
外部 HTTP 認証クレデンシャルを受け⼊れるように、My webMethods Server を設定できます。これら
のクレデンシャルは、プラットフォームおよび Web サーバによっては⼤⽂字と⼩⽂字が区別され、通常は
sm_user または SM_USER などのヘッダーになります。
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My webMethods Server 内で HTTP ヘッダー認証を設定し、セットアップすると、サーバではサード
パーティの認証エンジンからのクレデンシャルが使⽤されます。通常、これらのサードパーティは、セキュ
リティエージェントを使⽤して、サーバに到達する前に要求を捕捉します。この要求におけるイベントの基
本的な流れは次のとおりです。

1. ユーザがサーバリソースへの移動を試みます。

2. サーバに接続する前に、サードパーティのセキュリティエージェントで適切なクレデンシャルが確認さ
れない場合、エージェントはクレデンシャルを収集するメカニズムにユーザをリダイレクトします。

3. ユーザは、クレデンシャルを提供すると、元のサーバリソースにリダイレクトされます。

4. サーバでは該当する HTTP ヘッダーを読み取り、ユーザを適切にマッピングします。

サーバとサードパーティのセキュリティエージェントとのこのようなインタラクションを設定するに
は、以下の処理を⾏う必要があります。

5. My webMethods Server のインストール後、サーバを保護するようにサードパーティ製品を設定しま
す。これには通常、サーバ URL を保護するポリシーを作成する必要があります。

6. サーバとサードパーティのセキュリティ製品が、同じディレクトリストアを参照するように設定されて
いることを確認します。ディレクトリサービスの詳細については、「104 ページの「外部データソー
スの管理」」を参照してください。

7. サーバが正しい HTTP ヘッダーを検索するように設定します。詳細については、273 ページの「外
部設定クレデンシャルの設定」を参照してください。

メモ: Computer Associates 社の SiteMinder の場合、SiteMinder でのログアウト URI の指定も必要
です。SiteMinder Administrator アプレットで、logoutURI 属性を「/?method=logout」に変更し
ます。

重要: [HTTP ヘッダー認証管理] ページは、サードパーティのセキュリティプロバイダを使⽤してい
る場合にのみ有効にします。ページを有効にすると、サーバはすべてのユーザが認証済みであるかの
ように動作します。

拡張済みおよび拡張可能な認証スキーム
My webMethods Server には、開発者が独⾃のカスタム認証スキームを提供する⽅法が⽤意されていま
す。カスタム認証スキームを開発するには、ポートレットを作成し、正しいインタフェースを実装して、
そのポートレットをサーバに登録します。⼀度作成すると、新規の認証スキームは、My webMethods
Server の⼀部として提供されるその他の認証スキームと同様に、セキュリティインフラストラクチャに加
わります。

My webMethods Server には、展開全体に適⽤されるデフォルトの認証スキームの概念があります。新た
に設定されたサーバでは、デフォルトの認証スキームとしてフォーム認証を使⽤します。サーバは、ユーザ
にユーザ名およびパスワードの⼊⼒を求めるフォームを使⽤して、保護されたリソースに対する最初の要求
の正当性を調べます。

サーバに対するデフォルトの認証スキームは、登録済みの認証スキームのいずれかにいつでも変更できま
す。詳細については、226 ページの「デフォルトの認証スキームの指定」を参照してください。

サーバリソースには認証スキームを設定でき、このスキームは、展開全体に対する設定より優先されま
す。完全に匿名アクセス可能な⼀連のページとポートレットがあり、それ以外のページとポートレットに
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はユーザクレデンシャルの提⽰が必要であるとします。これは、Anonymous 認証スキームを、認証を必
要としないリソースと関連付けることで可能になります。サーバリソースの認証スキームの管理について
は、226 ページの「サーバリソースへの認証スキームの割り当て」を参照してください。

ログインおよびトップページの動作の拡張
ログインプロセスとイベントのフローを理解するには、システム管理者が、展開をどのように拡張して、カ
スタムログインページを動作させるかの例を分析することが役⽴ちます。以下の⼿順では、ソリューション
作成のために、Anonymous アクセス権、フォームベースの認証、およびログインページの概念を利⽤し
ています。⼿順の⼀部では、開発者の知識が必要です。

1. ログインポートレットを持つページを設計します。ページの作成後は、ページの認証スキームを
Anonymous に設定し、誰でもページにアクセスできて、ログインポートレットが提⽰されるように
します。

オプションで、ページの他の部分に対するアクセス権を設定できるため、ログインページは、ユーザの
識別情報によって外観が異なります。ログインページのパーソナライズに関するより広範な要件に対応
するために、ルールに基づいてカスタムログインページを設定することも簡単です。

2. ページの認証スキームを Anonymous に設定した後、Guest ユーザがログインポートレットを表⽰で
きることを確認します。Guest ユーザの詳細については、86 ページの「ディレクトリサービスの管
理」を参照してください。

タイトルバーの削除、明⽰的な指⽰の追加、あるいはその他のビジネス要件の実装により、ページの
ルックアンドフィールを変更することもできます。

3. ログイン後のユーザのリダイレクト先を制御できます。ログインポートレットの [プロパティ] ペー
ジで、[ログインターゲット] プロパティをユーザがリダイレクトされるページに変更します。[ロ
グインターゲット] は静的に指定するか、または、エイリアスを指定することもできます。「/
user.current.start.page」のようなエイリアスを使⽤する場合、ユーザログインに関する情報に基づ
いて、異なるスタートページを制御するスタートページルールを設定することもできます。

要求が認証されなかった場合、適切なログインページに移動するようにリダイレクトすることも可能で
す。そのためには、ページに割り当てられた認証スキームの [URI のリダイレクト] プロパティを変更
します。認証されていないユーザがページを要求した場合、そのユーザは指定したページにリダイレク
トされます。ログインターゲットと同様に、リダイレクト URI は、静的でもエイリアスでもかまいま
せん。

Integration Server で使⽤可能なカスタム認証者の作成
My webMethods Server のデータベースディレクトリサービスで使⽤されるカスタム認証者ポートレット
を実装する場合、および共通ディレクトリサービスを使⽤するように Integration Server が設定されてい
る場合は、追加の⼿順を実⾏して、ユーザが Integration Server にログインするための認証を有効にする
必要があります。

カスタム認証者を Integration Server で使⽤可能にするには

1. すべての webMethods コンポーネントを停⽌します。

2. 任意の .zip エクストラクタを使⽤して、カスタム認証者の .pdp ファイルを開きます。

3. .pdp から /WEB-INF/lib/custom_authenticator .jar を解凍します (名前はカスタムコン
ポーネントの命名規則に応じて異なります)。
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4. すべての Integration Server インスタンスでカスタム認証者を使⽤可能にするには、抽出された .jar
ファイルを次の場所にコピーします。

Integration Server_directory/lib/jars/

5. 特定の Integration Server インスタンスでカスタム認証者を使⽤可能にするには、抽出された .jar
ファイルを次の場所にコピーします。

Integration Server_directory/instances/serverName /lib/jars/

6. 共通ディレクトリサービスの設定ファイルを変更するには、以下の⼿順に従います。

a. 次の .jar ファイルを探します。

Software AG_directory\common\lib\wm-mws-library.jar

b. wm-mws-library.jar ファイルから次の 2 つのファイルを解凍します。

initPortlets.properties initXTypes.properties

c. この 2 つのファイルをテキストエディタで開き、次の構⽂を使⽤してカスタム認証者ポートレッ
トの名前をファイルの最後の⾏として追加します。
custom_authenticator =

これらのファイルでは例として別のポートレット名を使⽤します。

d. 各ファイルを保存して、両⽅のファイルを wm-mws-library.jar ファイルに再パッケージ化しま
す。

7. すべての webMethods コンポーネントを再起動します。

SAML (Security Assertion Markup Language)
My webMethods Server では、セキュリティ情報交換の XML ベースのフレームワークである SAML を介
したシングルサインオンをサポートしています。SAML を使⽤すると、ターゲットコンピュータ上のアプ
リケーションは、ソースコンピュータのアサーションに基づいてアクセス権を付与します。

My webMethods Server は呼び出しプログラム、すなわちセキュリティプロバイダにすることも、ター
ゲット Web アプリケーションのユーザサインオンを認証するように設定することもできます。詳細につい
ては、278 ページの「My webMethods Server シングルサインオンの設定」を参照してください。

My webMethods Server は、サードパーティ ID プロバイダ (IDP) によって開始されるシングルサインオ
ンをサポートします。My webMethods Server (サービスプロバイダ) とサードパーティ IDP の間で認証
および認証データを交換するための SAML 2.0 を使⽤するように My webMethods Server を設定できま
す。この場合、My webMethods Server が SAML コンシューマになり、サードパーティ ID プロバイダ
(IDP) が SAML 認証局になります。サードパーティ IDP によって開始されるシングルサインオンの設定の
詳細については、「283 ページの「サードパーティ ID プロバイダを使⽤するためのシングルサインオン
の設定」」を参照してください。

OAuth 2.0 認証
My webMethods Server で OAuth 2.0 認証フローを設定し、Google や、Twitter、Salesforce などの外
部の ID プロバイダからのクレデンシャルで　My webMethods にログインできます。この認証フローで
は、My webMethods Server は OAuth 2.0 プロトコルを OpenID Connect ID レイヤと共に、認証およ
び承認の⽅法として使⽤します。
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OAuth 2.0 認証フローを使⽤してログインすると、My webMethods Server はユーザを、ユーザのクレ
デンシャルを指定する外部の ID プロバイダの承認エンドポイント (たとえば Google 認証サーバ) にリダ
イレクトします。認証後、ID プロバイダは、ユーザを My webMethods Server エンドポイントにリダ
イレクトします。My webMethods Server はプロバイダから ID とアクセストークンを取得し、ID トー
クンを検証し、UserInfo クレームのリストを要求します。プロバイダによって返されるクレームに基づい
て、My webMethods Server は内部ユーザアカウントを登録し、アカウントをログインセッションに関連
付けます。

My webMethods Server で OAuth 2.0 と OpenID Connect 認証フローを設定するには、233 ページの
「OAuth 2.0 認証の設定」を参照してください。

サーバ認証
ユーザ要求がサーバによって認証されると、通常は、要求を作成したユーザがそのリソースに対して操作
を⾏うための必要な特権を持っていることを確認するなんらかの承認チェックを⾏う必要があります。My
webMethods Server では、承認チェックを⾏う最も⼀般的な⽅法は、ACL (Access Control List : アクセ
スコントロールリスト) を評価することです。ACL は、ページ、ポートレットなど、あらゆる種類のサー
バリソースと関連付けることができます。

動詞やメカニズム (ビジネスロジックのグループ化) のようなより⾼度な概念もサーバリソースであり、し
たがってこれらも ACL 評価モデルに加わります。この機能を使⽤すると、開発者はサーバの機能をプログ
ラムでロックダウンできます。

My webMethods Server の承認エンジンを理解するため、ACL の構成を⾒ていきます。ACL は、ACE
(Access Control Entries : アクセスコントロールエントリ) のリストです。ACE は、プリンシパルと呼ば
れるエレメントと権限セットと呼ばれる要素を含む単純な構造です。

プリンシパルとは、ユーザ、グループまたは役割です。次の表にプリンシパルの例を⽰します。

プリンシパル 例

[ユーザ] Myles Perkins

[グループ] Perkins 家のメンバー

[役割] Myles ⽒を指定する役割定義 (例: 「役職」属性の値が「プロダクトマネージャ」
に設定されているユーザ)

権限セットとは、サーバリソースに対して実⾏できるアクションのグループです。権限セットの例は、「読
み取り機能を許可する」です。権限セット⾃体は、機能と設定の 2 つの個別の部分に分けられます。さま
ざまなタイプのサーバリソースには、それぞれに関連付けられた各種機能があります。たとえば、ページに
は「ページにポートレットを追加する」などの機能があるのに対して、フォルダには「サブフォルダを作成
する」や「フォルダ内のアイテムを読み取る」などの機能があります。

権限セットのもう⼀⽅の部分である設定には、「委任」、「拒否」、「許可」、または「なし」の 4 つの
値を設定できます。権限セットを構成する各機能は、1 つの設定値を持ちます。権限セットは、機能と設定
の多数の組み合わせで構成されます。次に権限セットの例を⽰します。

DENY + create sub folder
GRANT + read
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この特定の権限セットは、機能と設定の 2 つの組み合わせで構成されています。フォルダリソースに関連
付けられた場合、この権限セットは、プリンシパルに対して、サブフォルダを作成する権限の付与は拒否し
ますが、実際にフォルダを読み取る権限は付与します。

次の表では、各設定の効果について説明しています。

設定値 効果

DENY 機能を実⾏するためのアクセスを拒否します。

GRANT 機能を実⾏するためのアクセスを明⽰的に許可します。

DELEGATE 明⽰的にアクセスを許可し、この機能を別のプリンシパルに割り当てる権
限を与えます。

NONE 明⽰的な設定は⾏いません。このサーバリソースに対する承認は、別の
ソースから決定されます。

次の図は、この節で説明されている関係を⽰しています。

ACL の構造

たとえば、「エンジニアリング」ページに対する Brian ⽒と営業グループの読み取りアクセスを拒否する
には、次の設定を⾏います。

サーバリソースは「エンジニアリング」ページです。

「エンジニアリング」ページには関連付けられた ACL があり、それには次に⽰すような ACE が含ま
れています。
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プリンシパル 権限セット

Brian 読み取り拒否

営業グループ 読み取り拒否

サーバリソースに対する権限の制御
サーバリソースに対するアクセス権の変更が承認されている場合、My webMethods Server の [権限]
ポートレットを使⽤して、サーバリソースにアクセスコントロールを割り当てます。たとえば、219 ペー
ジの「サーバ認証」で説明した例の「エンジニアリング」フォルダの所有者である場合、[権限] ポート
レットのウィザードにより、1 つ以上のプリンシパルと権限セットを選択し、それらをそのフォルダに関
連付けることができます。権限の制御の詳細については、139 ページの「権限の管理」を参照してくださ
い。

新規に作成されたオブジェクトごとに、明⽰的にアクセスを許可および拒否する必要はありません。少し注
意して分類を⾏うと、潜在的な保守の負担を最⼩限に抑えることができます。My webMethods Serverで
は、サーバオブジェクトの作成時に、オブジェクトに対するアクセス権の静的伝播という⽅法を使⽤しま
す。つまり、サーバリソースは、作成時にその親リソースからアクセス権を受け取ります。その後、親の
アクセス権に変更が加えられても、これらのアクセス権は⼦オブジェクトでは動的に更新されません。ただ
し、[権限] ポートレットを使⽤すると、親オブジェクトが⼦オブジェクトに対してアクセス権を明⽰的に
適⽤するようにできます。

アクセス権に関する静的伝播と親⼦のインタラクションを説明するために、「エンジニアリング」フォルダ
の例に戻ります。この例では、「エンジニアリング」フォルダに「BRIAN 拒否」の権限があります。「エ
ンジニアリング」フォルダの所有者として、ユーザは「機密プロジェクト」というサブフォルダを作成しま
す。静的伝播のために、新規の「機密プロジェクト」フォルダには作成時に「BRIAN 拒否」権限が付与さ
れます。所有者が、「エンジニアリング」フォルダに戻って、Brian にアクセス権を許可するように権限を
変更しても、Brian には「機密プロジェクト」サブフォルダに対するアクセス権は付与されません。

承認の決定
これまで、承認の決定を⾏うという概念について説明してきました。次に、実⾏時に実際にアクセス権がど
のように決定されるかを⾒ていきます。サーバリソースが要求されると、サーバはそのリソースに関連付け
られた ACL を、現在の要求が⽣成されたコンテキストに対して評価します。ユーザがページに対するアク
セス権を要求する場合、ユーザの要求を受け付けるかどうかを決定するために、そのページの ACL が評価
されます。

承認の決定には、発⽣する可能性のある競合の⼤部分を処理する簡単なルールがいくつかあります。

拒否は常に許可に優先します (セキュリティの処理では⽤⼼しすぎということはありません)。

ユーザは常にグループや役割に優先します。

これらのルールと、競合解決のためにルールがどのように適⽤されるかを説明するために、「エンジニアリ
ング」フォルダの例に戻ります。次の例では、「エンジニアリング」フォルダに関連付けられた ACL に 3
つの ACE エントリがあります。

BRIAN + DENY READ
MARKETING GROUP + DENY READ



M
Even Header

セキュリティの管理

My webMethods Server 管理者ガイド バージョン 10.4 222

BRIAN + GRANT READ

Brian は、営業グループのメンバーであっても (たとえメンバーでなかったとしても)、「エンジニアリン
グ」フォルダへのアクセスを拒否されます。ユーザベースの ACE は、グループベースの ACE より優先さ
れるため、営業グループの ACE には影響がありません。続いて、BRIAN のアクセスに対する拒否と許可
の競合は、拒否が常に優先されるため、アクセスを拒否することにより解決されます。

リスト、ページ、⼦オブジェクト、および検索
前述のように、プリンシパルはユーザ、グループ、または役割のいずれかです。プリンシパルの情報は、
ディレクトリサービスから取得されます。My webMethods Server には、86 ページの「ディレクトリ
サービスの管理」 で説明しているように、システムディレクトリサービスが組み込まれているほか、外部
ディレクトリサービスに接続する機能があります。これら外部ディレクトリサービスの例としては、Active
Directory、LDAP サーバ、ADAM、および RDBMS があります。My webMethods Server 承認決定のた
めのグループおよび役割情報は、ユーザがサーバにログインしたときに確認されます。ユーザのグループ
メンバーシップがアクティブなセッション中に変更された場合、ユーザがログアウトし再びログインするま
で、変更はサーバに反映されません。ユーザ、グループ、役割、およびディレクトリサービスの詳細につい
ては、「119 ページの「ユーザとグループの管理」」を参照してください。

セキュリティ領域
My webMethods Server には、セキュリティモデルを強化するためのセキュリティ領域という機能が⽤意
されています。セキュリティ領域とは、同じ ACLを共有するサーバリソースの集合です。セキュリティ領
域を使⽤すると、多数のサーバリソースに対する権限を容易に管理できます。システム管理者は、リソース
をセキュリティ領域に直接追加することで、アクセスコントロールのためのプリンシパル情報をその領域に
追加できます。

サーバリソースが多数あり、アクセスレベルが少ししかない場合、セキュリティ領域は⾮常に役に⽴ちま
す。たとえば、多数のポートレット、ページ、および分類領域を持つ⼤きな顧客向けサーバがあるとしま
す。しかし、このサーバには、管理する必要のあるアクセス権のレベルが Gold、Silver、および Bronze
の 3 つしかないとします。各レベルは、適切なページ、ポートレット、およびその中の分類エレメントを
持つセキュリティ領域で表されており、システム管理者は、新規顧客を該当するセキュリティ領域に追加
し、顧客に正しいレベルのアクセス権を付与するだけです。同様に、顧客をあるレベルから別のレベルに変
更することも、1 ステップで⾏える簡単な操作です。

適切な展開で使⽤される場合、セキュリティ領域は、管理の負担を最⼩限に抑えるだけでなく、セキュリ
ティモデルをサポートするために必要な基礎レコードの数を⼤幅に削減することで、さらに⼤きな効果をも
たらします。たとえば、サーバに 500,000 のサーバリソースがあり、全員同じアクセス権を持つ 50 ⼈の
ユーザの権限を管理しているとします。

ACL による権限の管理には、My webMethods Server データベース内に 2,500 万レコードが必要で
す。

セキュリティ領域による権限の管理では、1 つのセキュリティ領域と 50 ⼈のメンバーを持つ 1 つの
役割を使⽤するため、My webMethods Server データベース内に合計 3 レコードが必要です。

サーバリソースをセキュリティ領域に追加した場合、セキュリティ領域のアクセスコントロールは、個々の
ACL およびそのリソースの認証スキームよりも優先されることに注意してください。

セキュリティ領域の管理の詳細については、145 ページの「セキュリティ領域の使⽤」を参照してくださ
い。
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サーバ動詞およびアクセスコントロール
サーバ動詞とは、パブリッシュ、削除、更新、サブスクライブ、権限の設定などの操作を指すもので、My
webMethods ServerAPI を介して使⽤できます。前述したように、サーバ動詞は、サーバのセキュリティ
モデルにも加えることのできるサーバリソースです。このように、サーバの機能に対する細分化されたアク
セス権を、Administrative Dashboard からだけでなく、プログラムによって制御できます。サーバ動詞に
は通常 2 レベルのセキュリティチェックがあり、次の順に実⾏されます。

1. ユーザは、サーバ動詞そのものに対するアクセス権を持っているか。

2. ユーザは、サーバ動詞が実⾏される対象のリソースに対する権限を持っているか。

システム管理者は、[セキュリティ領域管理] ページを使⽤して、サーバ動詞へのアクセス権を制御できま
す。My webMethods Server には、デフォルトのセキュリティ領域が付属しており、管理者が各種サー
バ機能に対するアクセス権を管理する際に役⽴ちます。デフォルトのセキュリティ領域の詳細について
は、145 ページの「セキュリティ領域の使⽤」を参照してください。
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My webMethods Server での承認の決定
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認証の管理
認証スキームとは、ユーザクレデンシャルを収集し、その真偽を検証する⽅法です。My webMethods
Server 内で、デフォルトの認証スキームを指定することにより、サーバの認証を全体的に管理できます。
初期設定では、フォーム認証スキームがすべてのサーバリソースに対するデフォルトです。さらに、各サー
バリソースには認証スキームを設定でき、このスキームは、展開全体に対する設定より優先されます。

メモ: セキュリティ領域は、常に認証スキームより優先されます。

次の表に、My webMethods Server が使⽤する認証スキームを⽰します。

スキーム 説明

Anonymous サーバリソースに対する無制限のアクセス権を許可します。パブリックに公開
される可能性があり機密情報が含まれていないサーバの⾮保護領域に使⽤され
ます。ユーザはクレデンシャルの提⽰を要求されないため、Anonymous 認証
スキームは、ログインページに適しています。

フォーム 認証されていないユーザにフォームを提⽰し、必要なクレデンシャルを収集し
て、サーバに渡します。フォーム認証スキームは、認証されていない要求をデ
フォルトのログインページにリダイレクトするため、すべてのサーバリソース
に対するデフォルトです。

基本 通常、クレデンシャルを HTTP ヘッダーのパラメータとして渡します。Basic
認証の場合、ユーザにはネイティブウィンドウシステムでレンダリングされる
ポップアップウィンドウが表⽰されます。

ケルベロス Windows でのユーザのシングルサインオンを有効にします。Windows に
よって認証済みの My webMethods Server ユーザは、My webMethods
Server にアクセスするためにログインし直す必要がありません。詳細につい
ては、228 ページの「ケルベロス認証の設定」を参照してください。

HTTP ヘッダー サードパーティのセキュリティおよびアクセスコントロール製品 (Computer
Associates、Oblix など) の外部 HTTP 認証クレデンシャルを受け⼊れます。
この認証スキームを有効にすると、サーバでは他のすべての認証スキームが無
視されます。詳細については、273 ページの「外部設定クレデンシャルの設
定」を参照してください。

NTLM さまざまな Microsoft ネットワークプロトコルの実装の認証に使⽤されま
す。Windows の展開では、NTLM 認証スキームがサーバに対するデフォルト
である場合、ユーザは Windows ドメインにログインしていれば、サーバリ
ソースに対する再認証を⾏う必要がありません。NTLM 認証の詳細について
は、以下を参照してください。

231 ページの「NTLM 認証の設定」
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スキーム 説明

232 ページの「NTLMv2 認証の設定」

SAML SAML を介したシングルサインオン (SSO) をサポートします。SAML を使⽤
すると、ターゲットコンピュータ上のアプリケーションは、ソースコンピュー
タのアサーションに基づいてアクセス権を付与します。シングルサインオンの
詳細については、278 ページの「My webMethods Server シングルサイン
オンの設定」を参照してください。

OAuth 2.0 サードパーティの ID プロバイダからのクレデンシャルを使⽤して、My
webMethods にログインし、階層化されたアプリケーションや他のサーバリ
ソースにアクセスにできます。詳細については、233 ページの「OAuth 2.0
認証の設定」を参照してください。

デフォルトの認証スキームの指定
My webMethods Server が初期化されると、フォーム認証スキームがデフォルトになります。フォー
ム認証スキームは、認証されていない要求をデフォルトのログインページにリダイレクトします。My
webMethods Server に対するデフォルトの認証スキームは、登録されている認証スキームのいずれかに変
更できます。

メモ: サードパーティのセキュリティプロバイダからのクレデンシャルを受け⼊れるために HTTP ヘッダー
認証スキームを使⽤する場合は、次の⼿順を使⽤しないでください。代わりに、273 ページの「外部設
定クレデンシャルの設定」で説明する [HTTP ヘッダー認証管理] ページを使⽤します。

My webMethods Server のデフォルトの認証スキームを変更するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [エイリ
アス管理]

2. [キーワード] タブで、「auth.scheme.default」と⼊⼒して [検索] をクリックします。

3. 「auth.scheme.default」の  をクリックします。

4. [エイリアスの更新] パネルで、[参照] をクリックして [フォルダ] > [システム] > [認証スキーム] を
参照します。

5. 適切な認証スキームを [選択された項⽬] に移動し、[選択] をクリックします。

6. [更新] をクリックします。

サーバリソースへの認証スキームの割り当て
各サーバリソースには認証スキームを設定でき、このスキームは、My webMethods Server のデフォルト
の認証スキームより優先されます。具体的な⼿順は、リソースがセキュリティ領域のメンバーであるかどう
かによって決まります。有効な認証スキームについては、225 ページの「認証の管理」を参照してくださ
い。



M
Odd Header
セキュリティの管理

My webMethods Server 管理者ガイド バージョン 10.4 227

個々のサーバリソースの認証スキームを割り当てるには

1. システム管理者として [ホーム] > [フォルダ] を選択し、個々のサーバリソースに移動します。

2.  をクリックし、[権限] を選択します。

3. [セキュリティ領域] タブをクリックします。

4. [セキュリティ領域名] フィールドに「セキュリティ領域が割り当てられていません。」と表⽰される場合は、以
下の⼿順に従います。

a. [認証] タブをクリックします。

b. [認証スキーム] リストで、サーバリソースに適⽤する認証スキームを選択して、[適⽤] をクリッ
クします。

5. [セキュリティ領域名] フィールドにセキュリティ領域名が表⽰される場合は、以下の⼿順に従います。

a. セキュリティ領域名をコピーして、ページバナーの⼊⼒フィールドにコピーし、[検索] をクリッ
クします。

または、[フォルダ] > [管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [設定] > [セキュリ
ティ領域管理] に移動して、セキュリティ領域を探すこともできます。

b.  をクリックし、[権限] を選択します。

c. [認証] タブをクリックします。

d. [認証スキーム] リストで、セキュリティ領域に適⽤する認証スキームを選択して、[適⽤] をク
リックします。

ログイン後のユーザのリダイレクト
デフォルトでは、サーバにログインしたユーザは、同じページにリダイレクトされます。ログインポート
レットの [ログインターゲット] プロパティを変更すると、ログインに成功したユーザを指定したページに
リダイレクトできます。

ログイン後にユーザを別のページにリダイレクトするには

1. ログインポートレットのタイトルバーの右端で、  をクリックし、[プロパティ] を選択します。

2. [ログインターゲット] プロパティに対して、以下のいずれかを⾏います。

[参照] をクリックし、ターゲットのページを [選択された項⽬] ボックスに移動して、[選択] をク
リックします。

[エイリアスを使⽤] をクリックし、[エイリアス名] フィールドでユーザをリダイレクトする先の
ページのエイリアスを⼊⼒します。[テスト] をクリックして、そのエイリアスが有効で、エイリア
スターゲットが正しいものであるかどうかを確認します。エイリアスが正しければ、[選択] をク
リックします。

メモ: 「/user.current.start.page」と⼊⼒した場合、ユーザはスタートページルールで定義されてい
るスタートページにリダイレクトされます。

3. [適⽤] をクリックします。
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認証されない要求のリダイレクト
フォーム認証スキームを使⽤している場合、保護されているサーバリソースに対する要求が認証されない
と、ユーザはデフォルトのログインページにリダイレクトされます。代わりに、カスタムログインページや
⾮保護のコンテンツを提供しているページなどの指定したターゲットにユーザをリダイレクトすることがで
きます。

認証されない要求を別のページにリダイレクトするには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [システム] > [認証スキーム]

2. デフォルトの認証スキームの  をクリックし、[プロパティ] を選択します。

デフォルトでは、フォーム認証スキームにより、認証されない要求はデフォルトのログインページにリ
ダイレクトされます。[プロパティ] ページを⾒れば、認証スキームがデフォルトであるかどうかを確
認できます。デフォルトの場合は、[エイリアス] リストに auth.scheme.default エイリアスが含まれて
います。

3. 認証スキームの [プロパティ] ページの [リダイレクトの実⾏] リストで、[はい (リダイレクトする)] が選択
されていることを確認します。

4. [URI のリダイレクト] で、以下のいずれかを⾏います。

[参照] をクリックし、ターゲットのページを [選択された項⽬] ボックスに移動して、[選択] をク
リックします。

[エイリアスを使⽤] をクリックし、[エイリアス名] フィールドでユーザをリダイレクトする先の
エイリアス名を⼊⼒します。[テスト] をクリックして、そのエイリアスが有効で、エイリアスター
ゲットが正しいものであるかどうかを確認します。エイリアスが正しければ、[選択] をクリック
します。

5. [適⽤] をクリックします。

ケルベロス認証の設定
シングルサインオン (SSO) ⽤にケルベロス認証と Windows 認証を統合するには、以下を設定する必要が
あります。

1. ケルベロス認証⽤の Windows Server および Active Directory

2. ケルベロス認証⽤の My webMethods Server

3. ケルベロス認証を使⽤するための Web クライアント

SSO ⽤のケルベロス認証は、失敗する場合があります。たとえば、My webMethods Server がケルベロ
ストークンを処理中に例外が発⽣する可能性があります。このような場合、デフォルトのフォーム認証は、
認証されていない要求をログインページまたは 認証されていない要求⽤に定義されたカスタムページにリ
ダイレクトします。

メモ: フォーム認証がデフォルトのスキームでない場合は、デフォルトとして設定した認証スキームが認証
に使⽤されます。
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複数の Web クライアントを使⽤する環境では、ケルベロス認証を使⽤する特定の Web クライアントを設
定し、他の Web クライアントを設定せずにそのまま残すことができます。未設定の Web クライアント
は、ケルベロス認証が My webMethods Server.へのログインで使⽤されたときに空⽩ページを表⽰しま
す。このような場合、ログインページまたはカスタムページを表⽰するために、Web クライアントをリフ
レッシュして、デフォルトの認証スキームを使⽤することができます。

ケルベロス認証⽤の Windows Server および Active Directory の
設定
以下の⼿順を使⽤して、My webMethods Server をホストする Windows マシンでケルベロス認証⽤の
キー配布センター (KDC) として Active Directory を設定します。

Windows マシンでケルベロス認証⽤のキー配布センター (KDC) として Active Directory を設定するには

1. Active Directory (AD) のユーザアカウントを設定します。暗号化は選択しないでください。デフォル
トの暗号は RC4 です。

2. keytab ファイルを作成して、ユーザのサービスプリンシパル名 (SPN) を登録します。keytab ファイ
ルは、以下のように Ktpass ツールを使⽤して作成します。
ktpass -out <Keytab_File_Name> .keytab -princ 
HTTP/<FQDN_of_Active_Directory_Server> @<Domain_Name>  -mapUser 
 <FQDN_of_Active_Directory_Server> @<FQDN_of_MWS_Server_Machine>  -mapop 
set<MWS_Server_User_Password>  -crypto all -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL -kvno 0

keytab ファイルには、KDC で設定された各 My webMethods Server ユーザの SPN と暗号化された
パスワードが⽰されます。

次の例について考えます。

ktpass -out MWS_Kerberos_User.keytab -princ HTTP/VMHOSTNAME.SPARTA.RNDLAB. 
LOC@SPARTA.RNDLAB.LOC 
-mapUser Bob@SPARTA.RNDLAB.LOC 
-mapOp set -pass pass12345 -crypto all 
-pType KRB5_NT_PRINCIPAL -kvno 0

MWS_Kerberos_User は keytab ファイル、Bob はユーザ、 SPARTA.RNDLAB.LOC は AD サーバの完全修飾
ドメイン名です。

3. 新しい keytab ファイルを My webMethods Server がインストールされているマシンの任意のディレ
クトリにコピーします。

4. 以下の java コマンドを <JAVA_INSTALL> /jre/bin から実⾏して、keytab ファイルが正しく作成さ
れていることを確認します。
kinit -J-Dsun.security.krb5.debug=true -k 
  -t <Keytab_file_absolute_path>  HTTP/<FQDN_of_Active_Directory_Server>

ケルベロス認証⽤の My webMethods Server の設定
以下の⼿順を使⽤して、My webMethods Server をケルベロス認証⽤に設定します。
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ケルベロス認証のための My webMethods Server の設定

1. My webMethods Server に Administrator としてログインし、ケルベロス認証サーバ⽤に設定し
た Active Directory の LDAP を設定するか、My webMethods Server でクライアントユーザアカ
ウントを作成します。Windows サーバマシンのユーザアカウントも LDAP または My webMethods
Server ユーザアカウントに含める必要があります。

LDAP 設定の詳細については、88 ページの「外部 LDAP、ADSI、または ADAM ディレクトリサービ
スの設定」を参照してください。

2. Software AG_directory\profiles\MWS_default\configuration\jaas.conf ファイルを編集
して以下のコードをファイルの末尾に追加し、ファイルを保存します。
spnego-server{ 
com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required 
doNotPrompt=true 
principal="HTTP/<FQDN_of_Active_Directory_Server> " 
useKeyTab=true 
keyTab="<Keytab_file_absolute_path> " 
storeKey=true 
isInitiator=false 
debug=false; 
};

3. Software AG_directory\profiles\MWS_default\configuration\custom_wrapper.conf
ファイルを編集して以下のプロパティを追加し、ファイルを保存します。
wrapper.java.additional.602=-Dsun.security.krb5.debug=false 
wrapper.java.additional.603=-Djavax.security.auth. 
   useSubjectCredsOnly=false

4. My webMethods Server を再起動します。

5. My webMethods Server にシステム管理者としてログインします。

6. [設定] > [ケルベロス認証管理] の順に移動し、領域 (KDC で管理されるすべてのマシンを指定する)
と KDC サーバに適切な値を指定します。

7. [設定] > [エイリアス管理] の順に移動し、My webMethods Server のデフォルト認証スキーマをケ
ルベロスに変更します。⼿順については、『226 ページの「デフォルトの認証スキームの指定」』を
参照してください。

8. My webMethods Server を再起動します。

ケルベロス認証を使⽤するための Web クライアントの設定

ケルベロス認証をサポートするための Internet Explorer の設定

Internet Explorer を設定するには、以下の⼿順に従います。

1. Internet Explorer で、[ツール] > [インターネットオプション] の順に選択します。

2. [セキュリティ] をクリックして、以下を実⾏します。

a. [ローカルイントラネット] ゾーンを選択します。

b. [サイト] をクリックします。
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c. [イントラネットのネットワークを⾃動的に検出する] チェックボックスをオフにします。

d. 以下のすべてのオプションを選択します。

ほかのゾーンに指定されていないローカル (イントラネット) のサイトをすべて含める

プロキシサーバを使⽤しないサイトをすべて含める

すべてのネットワークパス (UNC) を含める

e. [詳細設定] をクリックして、[Web サイト] リストに Windows Server のアドレスが⽰されてい
ることを確認します。

Windows Server のアドレスについては、「229 ページの「ケルベロス認証⽤の Windows
Server および Active Directory の設定」」を参照してください。

f. [閉じる] および [OK] をクリックして、[セキュリティ] 画⾯に戻ります。

g. セキュリティレベルを設定するには、[レベルのカスタマイズ] をクリックし、[セキュリティ設定] の
[ユーザ認証] までスクロールして、[イントラネットゾーンでのみ⾃動的にログオンする] を選択します
(未選択の場合)。

3. プロキシサーバが設定されている場合は、以下を実⾏してサーバドメインを含めます。

a. [接続] > [LAN の設定] > [プロキシサーバ] で、[LAN にプロキシサーバを使⽤する] を選択しま
す。

b. [詳細設定] > [例外] をクリックして、Active Directory のドメイン名を追加します。

ケルベロス認証をサポートするための Mozilla Firefox の設定

Mozilla Firefox を設定するには、以下の⼿順に従います。

1. アドレスバーに「about:config」と⼊⼒して Enter キーを押します。

2. network.negotiate-auth.trusted-uris までスクロールダウンして、ダブルクリックします。

3. 設定済みの Windows Server のドメイン名を信⽤される URL リストに追加するために、既存の値を
追加または変更します。URL のカンマ区切りリストを使⽤してください。

ケルベロス認証をサポートするための Google Chrome の設定

Google Chrome を設定するには、以下の⼿順に従います。

1. コマンドラインで Chrome.exe --auth-server-whitelist="*.Active_Directory_Domain_Name” コマン
ドを使⽤して、Google Chrome を起動します。

NTLM 認証の設定
NTLM 認証を使⽤すると、Windows ドメインにログインしているユーザは、サーバにログインするために
再認証を⾏う必要はありません。プライマリドメインコントローラは、ドメイン内のすべてのアカウントの
処理を担当する Microsoft Windows サーバです。NTLM 認証を使⽤するには、NTLM 認証スキームにお
けるプライマリドメインコントローラを明⽰的に指定する必要があります。
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NTLM 認証⽤のプライマリドメインコントローラを指定するには

1. NTLMv2 認証を設定した場合は、無効にする必要があります。詳細については、233 ページの
「NTLMv2 認証の無効化」を参照してください。

2. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [NTLM
認証管理]

3. [プロパティ] ページの [ドメインコントローラ名] フィールドに、プライマリドメインコントローラのホス
ト名を⼊⼒し、[サブミット] をクリックします。

NTLM 認証の無効化
NTLM が有効な場合は、NTLMv2 を設定する前に無効にする必要があります。

NTLM 認証を無効にするには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [NTLM
認証管理]

2. [ドメインコントローラ名] フィールドで、空⽩を含むすべての⽂字を削除し、[サブミット] をクリックしま
す。

NTLMv2 認証の設定
NTLM バージョン 2 (NTLMv2) を使⽤するには、IOPLEX Software から最新バージョンの Jespa Java
ソフトウェアライブラリを購⼊してインストールする必要があります。

NTLMv2 認証を設定するには

1. NTLM 認証を設定した場合は、無効にする必要があります。詳細については、232 ページの「NTLM
認証の無効化」を参照してください。

2. Jespa をダウンロードしたときに提供されたマニュアルの説明に従って、Jespa Java ソフトウェアラ
イブラリをインストールおよび設定します。

Jespa ライブラリは次の場所にあります。

Software AG_directory/MWS/lib/

3. My webMethods Server を停⽌します。

4. wm_ntlmv2authadmin.pdp から jcifs-1.3.17.jar を抽出します。このファイルは以下の場所にあり
ます。

Software AG_directory/MWS/components/admin/configuration/ wm_ntlmv2authadmin.pdp

5. この jcifs-1.3.17.jar の他に、Jespa Java ソフトウェアライブラリで jespa-1.1.11.jar を取得して、
次の場所にコピーします。

Software AG_directory/MWS/lib

6. コマンドラインで、mws update を実⾏します。

7. My webMethods Server を再起動します。
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8. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] >
[NTLMv2 認証管理]

9. [NTLMv2 が有効] フィールドで、[はい (NTLMv2 は有効)] が設定されていることを確認します。

10.Jespa のマニュアルで提供される情報に従って、残りのフィールドのプロパティを設定します。

11.設定をテストする場合は、[はい (保存前に設定をテストする)] を選択します。

12.[サブミット] をクリックします。

13.新しいライブラリが設定されていることを確認するには、以下の⼿順に従います。

a. コマンドラインプロンプトで、次のコマンドを⼊⼒してサーバの bin ディレクトリに移動しま
す。
cd Software AG_directory \MWS\bin

b. 「mws stop」と⼊⼒します。

c. 「mws update」と⼊⼒します。

d. 「mws start」と⼊⼒します。

NTLMv2 認証の無効化
NTLMv2 が有効な場合は、NTLM を設定する前に無効にする必要があります。

NTLMv2 認証を無効にするには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] >
[NTLMv2 認証管理]

2. [NTLMv2 が有効] フィールドで、[いいえ (NTLMv2 は無効)] が設定されていることを確認し、[サブ
ミット] をクリックします。

3. Jespa および Java CIFS ライブラリを次の場所から削除します。

Software AG_directory/MWS/lib/ext

4. ライブラリの参照を解除し、サーバを再設定するには、以下の⼿順に従います。

a. コマンドラインプロンプトで、次のコマンドを⼊⼒してサーバの bin ディレクトリに移動しま
す。
cd /Software AG_directory \MWS\bin

b. 「mws stop」と⼊⼒します。

c. 「mws update」と⼊⼒します。

d. 「mws start」と⼊⼒します。

OAuth 2.0 認証の設定
OAuth 2.0 の認証スキームでは、Google や、Twitter、Salesforce、または OAuth 2.0 と Open ID
Connect プロトコルをサポートし、検出サービスを公開しているその他の ID プロバイダからのアカウン
トを使⽤して、My webMethods にログインできます。ユーザ役割と役割属性に基づいて、ユーザがアク
セスできるサーバリソースや階層化された製品を制御できます。ユーザ役割は、ログイン時に動的にユーザ
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のメンバーシップを確認するために ID プロバイダによって発⾏されるクレームを受け⼊れるように設定し
ます。My webMethods Server で、異なる ID プロバイダに対して、複数の OAuth 2.0 サービスを設定
できます。

外部アカウントのユーザおよび役割
デフォルトでは、My webMethods Server は外部アカウントごとに、OAuth 2.0 の認証スキームを使⽤
してログインする新しいシステムユーザを作成します。これらのシステムユーザは、OAuthSinkRole とい
うデフォルトの役割に割り当てられます。カスタムの役割を作成し、OAuth 2.0 で認証されたユーザに割
り当てるように設定できます。My webMethods Server 役割の詳細については、151 ページの「役割およ
び My webMethods へのアクセスの管理」を参照してください。

必要に応じて、内部ユーザを外部ユーザアカウントに登録するカスタムサービスを作成することもできま
す。詳細については、webMethods CAF and My webMethods Server Java API Referenceを参照してく
ださい。

OAuth 2.0 および OpenID Connect での認証フローの設定
ユーザがサードパーティ ID プロバイダからのクレデンシャルで My webMethods にログインできるよう
にするには、次の⼿順で⾏います。

1. My webMethods Server を認証サーバ/ID プロバイダに登録します。詳細については、234 ページ
の「My webMethods Server の ID プロバイダへの登録」を参照してください。

2. My webMethods Server で OAuth 2.0 サービスを設定します。詳細については、234 ページの
「 OAuth 2.0 サービスの設定」を参照してください。

3. My webMethods ログインページをカスタマイズするか、ID プロバイダにユーザをリダイレクトする
カスタムログインページを作成します。詳細については、236 ページの「OAuth 2.0 認証⽤の My
webMethods ログインページのカスタマイズ」を参照してください。

My webMethods Server の ID プロバイダへの登録
My webMethods Server をクライアントアプリケーションとして登録する⽅法については、認証サーバ/
ID プロバイダの公式ドキュメントを参照してください。後で、My webMethods Server で OAuth 2.0
サービスを設定するために、ID プロバイダへのユーザ登録から次の情報が必要です。

ユーザの OpenID Connect プロバイダの検出サービスの URL

My webMethods Server の OAuth 2.0 クライアント識別⼦

My webMethods Server の OAuth 2.0 クライアントシークレット

OpenID Connect プロバイダで事前登録されたリダイレクト URL

My webMethods Server でユーザを登録できるアクセスクレーム

OAuth 2.0 サービスの設定
Administrator ユーザおよび sysadmin ユーザは、OAuth 2.0 サービスの追加、削除、変更ができます。

新規 OAuth 2.0 サービスを設定するには

1. [OAuth2 管理] ページに移動して、[OAuth 設定の追加] タブをクリックします。
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sysadmin として、[フォルダ] > [My webMethods アプリケーション] > [ファブリックタスク]
> [管理] > [My webMethods] > [OAuth2 管理] に移動します。

管理者として、次のように選択します。[アプリケーション] > [管理] > [My webMethods] >
[OAuth2 管理]

2. [OAuth 設定の追加] タブで、次を指定します。

フィールド 説明

[名前] 必須。OAuth 2.0 サービスの名前。

[サービスを有効化] 必須。ドロップダウンリストからオプションを選択
して、OAuth 2.0 サービスを有効または無効にしま
す。デフォルトでは、新しく作成されたサービスは有
効になります。

[検出ドキュメント URL] 必須。OpenID Connect プロバイダの検出サービス
の URL (プロバイダへのユーザ登録から)

[OAuth 2.0 クライアント ID] 必須。認証サーバで有効な OAuth 2.0 クライアント
識別⼦ (プロバイダへのユーザ登録から)

[OAuth 2.0 クライアントシークレッ
ト]

必須。OAuh 2.0 承認に使⽤されるクライアントシー
クレット (プロバイダへのユーザ登録から)

[OpenID Connect スコープ] 必須。OpenID Connect によって定義されて
いる要求される承認のスコープ 。デフォルトは
「openid,profile,email」です。使⽤可能なスコープ
の詳細については、ID プロバイダのマニュアルを参
照してください。

[リダイレクト URI] 必須。ID プロバイダの登録時に指定した My
webMethods Server の URL。

[OpenID Connect プロバイダ
名]

必須。OpenID Connect のプロバイダの名
前。My webMethods Server は事前設定済みの
[provider_nameでログイン] ボタンにこの名前を表
⽰します。詳細については、236 ページの「OAuth
2.0 認証⽤の My webMethods ログインページのカ
スタマイズ」を参照してください。

[アクセスクレーム] オプション。My webMethods Server でユーザを登
録できるアクセスクレーム。使⽤可能なクレームの詳
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フィールド 説明

細については、ID プロバイダのマニュアルを参照し
てください。

[ユーザサービス名] オプション。OAuth 2.0 フローを使⽤して認証され
た外部アカウントのために、My webMethods の内
部ユーザを作成するカスタムサービスの名前。OAuth
2.0 認証フローにおけるユーザおよび役割の詳細に
ついては、233 ページの「OAuth 2.0 認証の設
定」を参照してください。

[役割名] オプション。カスタムの OAuth 属性に⼊れ込む役割
の名前。OAuth 2.0 フローを使⽤して認証する My
webMethods ユーザは、この役割に割り当てられま
す。デフォルトは「OAuthSinkRole」です。

[役割メンバー属性] オプション。役割のメンバーシップ属性に追加する
クレームのリスト。クレームのコンマ区切りのリス
トを指定します。使⽤可能なクレームの詳細につい
ては、ID プロバイダのマニュアルを参照してくださ
い。

3. [サブミット] をクリックします。

設定を送信すると、My webMethods Server の [認証 URL] フィールドに認証 URL が⽣成されます。こ
の URL は、ログインのオプションとして OAuth 2.0 設定を追加する場合に必要です。OAuth 2.0 認証を
My webMethods ログインページに追加する⽅法については、236 ページの「OAuth 2.0 認証⽤の My
webMethods ログインページのカスタマイズ」を参照してください。

OAuth 2.0 認証⽤の My webMethods ログインページのカスタマイズ
My webMethods のデフォルトのログインオプションに、外部プロバイダの名前が付いたログインボタン
を追加できます。ボタンのプロバイダ名は、[OAuth2 設定の追加] タブで指定した [OpenID Connect
プロバイダ名] と同じ です。

OAuth 2.0 ログインオプションを追加するには

1. sysadmin として、[フォルダ] > [システム] > [ポートレット] > [管理] > [OAuth2 プロバイダ設定]
に移動します。

2. [ツール] > [ページを編集] をクリックして、ログインポートレットを [OAuth2 プロバイダ設定] ペー
ジにドラッグします。

3. 必要に応じて、ポートレット設定を変更し、変更を保存します。

デフォルトの My webMethods ログインページとしてログインポートレットを追加した OAuth 設定を表
⽰するように、ログインページルールを変更します。ログインページルールの詳細については、307 ペー
ジの「ログインページルールの作成」を参照してください。
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メモリからのセッションパスワードの消去
デフォルトでは、ユーザがログインすると、ユーザがログアウトするかセッションがタイムアウトするま
で、パスワードが保持されます。ただし、ログインの完了直後にメモリからパスワードを消去するように
My webMethods Server を設定することもできます。この設定を⾏うと、My webMethods Server に提
⽰されたすべてのパスワードが消去されます。個別にパスワードを消去することはできません。

メモリからセッションパスワードを消去するには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [フォルダ] > [システム] > [Manager] >
[sessionManager] > [default] > [validate]

2. [設定 XML] で、[編集] をクリックします。

3. [テキスト編集領域] で、次のテキストを変更します。
clearPassword= false

次のように変更します。

clearPassword= true

4. [更新] をクリックして、ファイルを保存し、エディタを閉じます。

5. [適⽤] をクリックします。

この設定は明⽰的に変更しない限り、My webMethods Server を停⽌して再起動しても残ります。

メモリでのセッションパスワードの保持
メモリにセッションパスワードを保持するには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [フォルダ] > [システム] > [Manager] >
[sessionManager] > [default] > [validate]

2. [設定 XML] で、[編集] をクリックします。

3. [テキスト編集領域] で、次のテキストを変更します。
clearPassword= true

次のように変更します。

clearPassword= false

4. [更新] をクリックして、ファイルを保存し、エディタを閉じます。

5. [適⽤] をクリックします。

ユーザ名およびパスワードのオートコンプリートのオン/オフの切り替
え
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ユーザが My webMethods Server にログオンするときに、ブラウザにユーザ名およびパスワードを記憶
させることができます。オートコンプリート機能をオンまたはオフにするように My webMethods Server
login ポートレットを設定できます。デフォルトでは、オートコンプリートはオンです。

ユーザ名およびパスワードのオートコンプリートをオンまたはオフにするには

1. システム管理者として、次のように選択します。[フォルダ] > [My webMethods アプリケーション] >
[webMethods アプリケーションデータ] > [My webMethods ログインページ]。

2. ブラウザのアドレスバーで My webMethods Server URL の末尾に「?layout=details」を付加し
て、login ポートレットを表⽰します。

3. login ポートレットの  をクリックして [プロパティ] を選択します。

4. 次のいずれかの⼿順に従います。

ユーザ名およびパスワードのオートコンプリートをオフにするには、[オートコンプリートを許可]
チェックボックスをオフにします。

ユーザ名およびパスワードのオートコンプリートをオンにするには、[オートコンプリートを許可]
チェックボックスをオンにします。チェックボックスは、デフォルトでオンになっています。

5. [適⽤] をクリックします。

失敗したログイン試⾏回数の制御
My webMethods Server は、ユーザアカウントを⼀時的にロックするまでに許容される、失敗したログイ
ン試⾏回数を制御します。[失敗したログインの管理] では、My webMethods ユーザによる失敗したログ
インの最⼤試⾏回数や、My webMethods Server がその後のログイン試⾏を⼀時停⽌する期間をシステム
管理者によって設定できます。

[失敗したログインの管理] ページで⾏う変更は、サーバへのすべてのログインに適⽤されます。

失敗したログイン試⾏回数を制御するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [失敗し
たログインの管理]

2. [ログイン失敗時の動作の設定] セクションで、次を指定します。

プロパティ 説明

[ウィンドウの経過時間] 失敗したログイン試⾏をチェックする期間 (ミリ秒)。デフォルト
は 30000  です。

[ウィンドウ内での最⼤試⾏回数] ウィンドウ内で許容されるログイン試⾏の最⼤回数。デフォルトは
10  です。

[ロックアウト期間] ユーザをサーバからロックアウトする期間 (ミリ秒)。デフォルト
は 30000  です。
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3. [適⽤] をクリックします。

ログイン IP 範囲の制御
[Lockdown] ポートレットを使⽤して、My webMethods Server へのログインを許可するユーザの IP 範
囲を制御できます。最⼤ 4 種類の IP 範囲を許可できます。このポートレットでは、ログインするユーザの
クレデンシャルや認証メカニズムは考慮されません。ログインできない場合、ユーザは選択されたエラー
ページにリダイレクトされます。このポートレットは、ゲストアクセスのみを許可するサイトや、セキュリ
ティで保護された場所からのアクセスのみを許可するサイトの場合に役⽴ちます。

重要: IP 範囲の設定にエラーがあった場合は、ログインして問題を訂正することができないことがありま
す。問題を訂正するには、My webMethods Server を実⾏しているマシンに物理的にアクセスする必要が
あります。

[Lockdown] ポートレットの展開
[Lockdown] ポートレットは、My webMethods Server の初期化時に⾃動的に展開されるわけではありま
せん。このポートレットは My webMethods Server インストールに含まれていますが、使⽤する前に展
開する必要があります。

[Lockdown] ポートレットを展開するには

1. webMethods インストールディレクトリの以下の場所で、[Lockdown] ポートレットを探します。

\Software AG_directory\MWS\components\extras\security\wm_lockdown.pdp

2. サーバインスタンスの展開ディレクトリに wm_lockdown.pdp ファイルをコピーします。

\Software AG_directory\MWS\server\serverName \deploy

My webMethods Server はこのポートレットの存在を検出して、⾃動的にポートレットを展開しま
す。

[Lockdown] ポートレットの設定
[Lockdown] ポートレットを My webMethods Server に展開した後、ポートレットの設定を変更できま
す。

[Lockdown] ポートレットを設定するには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [フォルダ] > [システム] > [ポートレット]
> [管理] > [Portal Lockdown Administration]

2. [エラーページ] プロパティで次のいずれかのボタンをクリックし、ログインに失敗したときにユーザ
がリダイレクトされるページを選択します。

[参照] - [ポータルリソースの選択] ダイアログウィンドウで、ターゲットページを [選択された項
⽬] ボックスに移動し、[選択] をクリックします。
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[エイリアスを使⽤] - [エイリアス名] フィールドにターゲットページのエイリアスを⼊⼒しま
す。[テスト] をクリックして、そのエイリアスが有効で、エイリアスターゲットが正しいものであ
るかどうかを確認します。エイリアスが正しければ、[選択] をクリックします。

3. [E-mail Address for Login Notification] フィールドに、許可対象外の IP アドレスからログイン
が試みられた場合に My webMethods Server から通知を送信する先の電⼦メールアドレスを⼊⼒し
ます (オプション)。

4. My webMethods Server へのログインを許可するユーザの IP 範囲を最⼤ 4 種類指定します。

各範囲について、[Start IP Range] および [End IP Range] フィールドに値を⼊⼒します。

5. [Is Active] フィールドで、[True] オプションを選択します。

6. [サブミット] をクリックします。

ロックダウンが直ちに有効になります。

My webMethods Server での Lockdown ポートレットの無効化
システム管理者として My webMethods Server にログインできる場合は、以下の⼿順に従って、
[Lockdown] ポートレットを無効化できます。

My webMethods Server で [Lockdown] ポートレットを無効化するには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [フォルダ] > [システム] > [ポートレット]
> [管理] > [Portal Lockdown Administration]

2. [Is Active] フィールドで、[False] オプションを選択します。

3. [サブミット] をクリックします。

[Lockdown] ポートレットの⼿動での無効化
システム管理者として My webMethods Server にログインできない場合は、My webMethods Server が
インストールされているマシンに物理的にアクセスして、portal.properties ファイルを変更する必要があ
ります。このファイルの内容はすべてシステムプロパティとして設定され、My webMethods Server の起
動後、ポートレットの初期化前に読み込まれます。

[Lockdown] ポートレットを⼿動で無効化するには

1. My webMethods Server がインストールされているマシン上で、以下のファイルを探します。

\Software AG_directory\MWS\server\serverName \config\portal.properties

2. portal.properties ファイルをエディタで開き、ファイルの末尾に次の⾏を追加します。
lockdown.disable=false

たとえば、説明コメントを含めて、次のように⼊⼒します。

#======================
# Lockdown Portlet
lockdown.disable=false

3. My webMethods Server を再起動します。



M
Odd Header
セキュリティの管理

My webMethods Server 管理者ガイド バージョン 10.4 241

メモ: IP アドレス範囲の問題を訂正した後、portal.properties ファイルからこの⾏を削除しない限
り、[Lockdown] ポートレットを再度アクティブにすることはできません。

グローバル環境変数のパスワードの暗号化
グローバルデフォルト環境変数のカスタムエントリのパスワードフィールドを暗号化できます。

グローバルデフォルト環境変数のパスワードフィールドを暗号化するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [CAF ア
プリケーションランタイム設定]

2. 結果タイトルバーで、  をクリックします。

3. [パスワード環境エントリ名] フィールドで、既存のエントリの後にカンマで区切ってカスタム環境エント
リの名前を⼊⼒し、[保存] をクリックします。

たとえば、「wsclient-password,jcr/systemPassword,My_Password」です。

4. [グローバルデフォルトの設定] をクリックします。

5. ツリー表⽰で、[環境エントリ] をクリックし、次に [新規エントリの追加] をクリックします。

6. [名前] フィールドに、カスタム環境エントリの名前 (「My_Password」など) を⼊⼒し、[追加] をク
リックします。

7. 新しく作成された環境エントリにパスワード値を⼊⼒し、[適⽤] をクリックします。

環境エントリを正しく設定した場合は、フィールドにパスワードを⼊⼒するときにパスワードはマスクされ
ます。また、パスワード値はデータベースに格納される前に暗号化されます。

パスワード値のコンシューマが元の値を取得する必要がある場合は (外部サーバにログインする場合な
ど)、CipherUtil.decrypt(value) Java API を使⽤して元の値を取得できます。CipherUtil クラスの詳細に
ついては、『webMethods CAF and My webMethods Server Java API Reference』を参照してくださ
い。

コンテキストなりすましの許可
ユーザが別のユーザになりすますのを許可する場合があります。たとえば、デフォルトの Java コンテンツ
リポジトリ (JCR) クライアントによって、なりすましが使⽤されます。JCR セッションは、システムユー
ザ (デフォルトでは SysAdmin) として既知のパスワードを使⽤して作成され、その後、JCR セッション
はなりすましを使⽤して実際の現在のユーザに切り替えます。このなりすましによって、現在のユーザが
JCR リポジトリにログインできます。

SysAdmin ユーザを使⽤してコンテキストなりすましを実装することはお勧めしません。このことを実⾏
する別の⽅法は、ユーザになりすまし機能特権セットを持つユーザを作成することです。

ユーザに対してユーザになりすまし機能特権を設定するには、「142 ページの「アクセス特権および機能
特権の管理」」を参照してください。

[権限] パネルで、[ユーザになりすまし] は [機能特権] > [MWS] > [ユーザになりすまし] にあります。
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パスワードの複雑度ポリシーの使⽤
パスワードの複雑度ポリシーによって、ブルートフォース攻撃に対してユーザパスワードの抵抗⼒を⾼め
る要件が実施されます。パスワードの複雑度クラスを作成し、システムディレクトリサービスで使⽤するた
めに My webMethods Server に追加できます。この機能は外部ディレクトリサービスには使⽤できませ
ん。

Composite Application Framework (CAF) アプリケーションにパスワードの複雑度ポリシーの Java クラ
スを含めます。My webMethods Server にアプリケーションを展開すると、サーバによって Java クラス
が登録されます。これにより、サーバへのそれ以降の要求で、パスワードの複雑度ポリシーコンポーネント
が使⽤できます。パスワードの複雑度ポリシーの実装に、My webMethods Server の再起動は必要ありま
せん。

Java クラスを作成する前に、Designer で CAF アプリケーションを作成する必要があります。CAF
アプリケーションの作成、使⽤、および展開の詳細については、『webMethods CAF and OpenUI
Development Help』を参照してください。

カスタムのパスワードの複雑度を Java クラスとして実装するには

1. Designer の既存の CAF アプリケーションで、ISystemPasswordComplexityPolicy インタフェース
を実装する Java クラスを作成します。コンポーネントは @Component 注釈による OSGi サービス
として登録されます。

次の例では、カスタムのパスワードの複雑度ポリシーの実装⽅法を⽰します。

package caf.war.cafapp1.dir;
import java.util.Map;
import java.util.regex.Pattern;
import org.osgi.service.component.annotations.Activate;
import org.osgi.service.component.annotations.Component;
import org.osgi.service.component.annotations.Deactivate;
import org.osgi.service.component.annotations.Reference;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import com.webmethods.portal.resources.Ui;
import com.webmethods.portal.service.dir.IDirPrincipal;
import com.webmethods.portal.service.dir.ISystemPasswordComplexityPolicy;
import com.webmethods.portal.service.global.IGlobalProvider;
import com.webmethods.portal.service.global.IMessageInfo;
import com.webmethods.portal.system.init.InitializationException;
/**
 * Custom implementation of password complexity policy
 */
@Component (
   service = {
       ISystemPasswordComplexityPolicy.class
   },
   property = {
       "name:String=CustomSystemPasswordComplexityPolicy1"
   },
   immediate = true
)
public class CustomSystemPasswordComplexityPolicy1 implements
        ISystemPasswordComplexityPolicy {
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    private Logger logger = LoggerFactory.getLogger(getClass());
    //references to other services
    private IGlobalProvider gp = null;
    /**
     * Reference injection of the other OSGi service
     */
    @Reference
    protected void bindGlobalProvider(IGlobalProvider globalProvider) {
        if (logger.isTraceEnabled()) {
            logger.trace("Bound IGlobalProvider");
        }
        this.gp = globalProvider;
    }
    /**
     * Activation of OSGi declaritive service
     * @param config the configuration properties of the OSGi service
     * @throws InitializationException if activation fails
     */
    @Activate
    protected void activate(Map<String,Object> config) throws
InitializationException {
        if (logger.isInfoEnabled()) {
            logger.info("Activating service");
        }
    }
    /**
     * Deactivation of OSGi declaritive service
     */
    @Deactivate
    protected void deactivate() {
        if (logger.isInfoEnabled()) {
            logger.info("Deactivating service");
        }
    }
    /**
     * Check the candidate password to make sure the value satisfies the
complexity
     * requirements.If the password is not complex enough, this method
should throw
     * an {@link InvalidPasswordException} with the reason.If no exception
is thrown
     * the password is valid.
     *
     * @param candidatePassword the password to check
     * @throws InvalidPasswordException if the password is not valid
     */
    @Override
    public void checkPasswordForNewUser(String candidatePassword)
            throws InvalidPasswordException {
        if (candidatePassword == null || candidatePassword.length() < 6) {
            IMessageInfo messageInfo = gp.getMessageInfo(Ui.class,
                    "password.too.short", null);
            String msg = messageInfo.getLocalizedMessage(false);
            throw new InvalidPasswordException(msg);
        }
        boolean hasUpper = !candidatePassword.toLowerCase().equals(candidatePassword);
        boolean hasLower = !candidatePassword.toUpperCase().equals(candidatePassword);
        if (!(hasUpper && hasLower)) {
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            IMessageInfo messageInfo = gp.getMessageInfo(Ui.class,
                    "password.mix.case", null);
            String msg = messageInfo.getLocalizedMessage(false);
            throw new InvalidPasswordException(msg);
        }
        boolean hasNumberOrSpecialChar = Pattern.matches(".*[\\W\\d]+.*$",
candidatePassword);
        if (!hasNumberOrSpecialChar) {
            IMessageInfo messageInfo = gp.getMessageInfo(Ui.class,
                    "password.special.char", null);
            String msg = messageInfo.getLocalizedMessage(false);
            throw new InvalidPasswordException(msg);
        }
    }
    /**
     * Check the candidate password to make sure the value satisfies the
complexity
     * requirements.If the password is not complex enough, this method
should throw
     * an {@link InvalidPasswordException} with the reason.If no exception
is thrown
     * the password is valid.
     *
     * @param user the user whose password is being checked.
     * @param candidatePassword the password to check
     * @throws InvalidPasswordException if the password is not valid
     */
    @Override
    public void checkPasswordForExistingUser(IDirPrincipal user,
            String candidatePassword) throws InvalidPasswordException {
        checkPasswordForNewUser(candidatePassword);
    }
    /**
     * Return how long a password is valid (in milliseconds) before it
expires.The user
     * will not be able to login after this time duration has expired
and the user must be
     * reset by an administrator or a custom reset password page.
     *
     * @param user the user to get the expiration value for.
     * @return return -1 for no password expiration, or the duration (in ms)
     */
    @Override
    public long getPasswordExpirationDuration(IDirPrincipal user) {
        try {
            if ("sysadmin".equals(user.getName())) {
                return -1; //don't expire the sysadmin password.
            }
        } catch (Exception e) {
            logger.warn(e.getMessage(), e);
        }
        return 1 * 60 * 60 * 1000; //1 hour
    }
    /**
     * Returns a description of the expected pattern a password must have.
This text
     * is displayed on the create user and update user pages of the UI.
     *
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     * @return password descriptive text.
     */
    @Override
    public String getPasswordPatternText() {
        IMessageInfo messageInfo = gp.getMessageInfo(Ui.class,
                 "password.complexity.description", null);
        return messageInfo.getLocalizedMessage(false);
    }
  }

2. アプリケーションを My webMethods Server に展開します。

3. My webMethods Server ディレクトリサービスページを開くには、http://hostname :port /
webm.apps.config.directory.service.admin に移動します。hostname  は My webMethods
Server のホスト名です。port  は My webMethods Server のポート番号です。

4. [ディレクトリサービスの⼀覧表⽰] タブで、[system] ディレクトリサービスをクリックします。

5. [パスワードの複雑度クラス] フィールドに、CAF アプリケーションで作成した Java クラスの名前を
選択し、[適⽤] をクリックします。

6. Java クラスをデバッグし、テストします。

7. 必要に応じて Java クラスをさらに変更し、クラスが適切に動作するまで⼿順 2 と 6 を繰り返しま
す。

応答ヘッダールールの使⽤
My webMethods Server では、要求メッセージの受信と解釈の後で送信される HTTP 応答メッセージに
対して、ルールを作成して管理することができます。

応答ヘッダールールの表⽰
応答ヘッダールールを表⽰するには

1. システム管理者として、[管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [ユーザインタフェー
ス] > [応答ヘッダールールの管理] を選択します。

2. 選択されていない場合は、[ルールの表⽰] タブをクリックします。

使⽤可能なルールが [ルール名] リストに表⽰されます。ルールが定義されていない場合、リストは空にな
ります。各ルールに対して、次の情報が表⽰されます。

ルール名。これはクリック可能なリンクになっており、リンクをクリックすると [ルールの変更] が開
き、ルールの条件を表⽰したり、ルールを変更したりできます。

ルールの作成者が⼊⼒したルールに関する説明。

ルールが現在有効になっているかどうか。

応答ヘッダールールの作成
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応答ヘッダールールを作成するには

1. システム管理者として、[管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [ユーザインタフェー
ス] > [応答ヘッダールールの管理] を選択します。

2. [新規ルールの作成] タブをクリックします。

3. 以下の⼿順に従います。

[名前] フィールドに、ルールの名前を⼊⼒します。

ルールの説明を [説明] フィールドに⼊⼒します。

作成時にルールを有効にするには、[有効] チェックボックスをオンにします。

作成時にルールを無効にするには、[有効] チェックボックスをオフにします。

4. [条件] フィールドで、使⽤可能な条件要素のボタンを使⽤して、ルールの条件式を定義します。次の
条件要素を使⽤できます。

[現在のユーザ]

[グループ/役割メンバーシップ]

[ユーザの属性]

[要求]

[親リソース]

[現在のリソースタイプ]

[リソースプロパティ]

[演算⼦の追加]

使⽤するボタンをクリックして、次に開かれたダイアログボックスを使⽤して、条件式に追加する値を
選択します。次に例を⽰します。

portalResource isDescendant ("webm.apps.data.page.login") || 
portalResource isDescendant ("portlet.login")

また式を直接⼊⼒したり、 作成後に式を変更したりすることもできます。

5. [結果] フィールドの横にある [追加] をクリックして、応答ヘッダーのキーフィールド名と値を指定し
ます。必要に応じて、追加のキー/値のペアを追加できます。キー/値のペアを削除するには、リストで
ペアを選択して [削除] をクリックします。

6. [ルールの作成] をクリックします。

応答ヘッダールールの変更
応答ヘッダールールを変更するには

1. システム管理者として、[管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [ユーザインタフェー
ス] > [応答ヘッダールールの管理] を選択します。

2. 以下のいずれかを⾏います。
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[ルール名] フィールドでルール名をクリックします。

使⽤するルールの  をクリックして、[ルールの変更] を選択します。

3. [ルールの変更] タブで、必要に応じてルールを変更します。

[条件] フィールドで、使⽤可能な条件要素のボタンを使⽤して、ルールに条件式を追加するか、
式を直接⼊⼒して変更します。

4. [結果] フィールドで応答ヘッダーのキーフィールド名と値を選択し、以下のいずれかの⼿順に従いま
す。

[追加] をクリックして、追加のキー/値のペアを指定します。

[変更] をクリックして、既存のキー/値のペアを変更します。

[削除] をクリックして、キー/値のペアを削除します。

5. [ルールの更新] をクリックします。

応答ヘッダールールのコピー
[応答ヘッダールールの管理] ページで、ルールをコピーして新しいルールを作成できます。ルールをコ
ピーして、新しいルールの名前と説明を⼊⼒すると、ルールの条件と結果の情報が元のルールから新しい
ルールにコピーされます。

メモ: ルールをコピーするとき、元のルールの [有効] チェックボックスの設定も新しいルールにコピーさ
れます。元のルールの [有効] チェックボックスがオンになっている場合、新たにコピーしたルールは作成
直後に有効になります。

応答ヘッダールールをコピーするには

1. システム管理者として、[管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [ユーザインタフェー
ス] > [応答ヘッダールールの管理] を選択します。

2. 使⽤するルールの  をクリックして、[ルールのコピー] を選択します。

3. [ルールのコピー] タブで、新規ルールの名前と説明を⼊⼒します。

4. [ルールのコピー] をクリックします。

応答ヘッダールールの削除
応答ヘッダールールを削除するには

1. システム管理者として、[管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [ユーザインタフェー
ス] > [応答ヘッダールールの管理] を選択します。

2. 使⽤するルールの  をクリックして、[ルールの削除] を選択します。

3. 確認ダイアログボックスで [OK] をクリックしてルールを削除します。

応答ヘッダールールの評価順序の変更
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応答ヘッダールールの評価順序を変更するには

1. システム管理者として、[管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [ユーザインタフェー
ス] > [応答ヘッダールールの管理] を選択します。

2. [ルール評価順序の変更] タブをクリックします。

3. [評価順序] リストでルール名を選択して、右側にある⽮印ボタンを使⽤して、評価順序の中で選択し
たルールを上下に移動します。

4. [ルールの更新] をクリックします。

デフォルトの Internet Explorer 互換性設定の変更
My webMethods Server のデフォルトでは、Internet Explorer の互換性モードは IE8 に設定されてい
ます。My webMethods Server の Internet Explorer 互換性モードの詳細については、「248 ページの
「デフォルトの応答ヘッダールールについて」」を参照してください。

Internet Explorer ドキュメント互換性設定を変更するには

1. システム管理者として、[管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [ユーザインタフェー
ス] > [応答ヘッダールールの管理] を選択します。

2. [IE - parameter for compatibility mode] ルールを⾒つけて、以下のいずれかの⼿順に従いま
す。

[ルール名] フィールドでルール名をクリックします。

使⽤するルールの  をクリックして、[ルールの変更] を選択します。

3. [結果] フィールドの横にある [更新] をクリックし、[値] フィールドを編集して、[適⽤] をクリック
します。

デフォルト値は IE-8 です。

4. [ルールの更新] をクリックします。

デフォルトの応答ヘッダールールについて
次の表に、⼀般的な My webMethods Server インストールで使⽤可能な応答ヘッダールールを⽰しま
す。

ルール名 説明

[ログインページの同⼀起
点フレーム処理以外を拒
否]

デフォルトでは有効になっています。このルールは、X-Frame-
Options HTTP 応答ヘッダーを実装することで、ログインページ
でのクロスサイトスクリプティング攻撃やクリックジャッキング
攻撃に対して、防御機能を提供します。コンテンツが他のサイト
に埋め込まれないようにするために、このヘッダーは、<frame>
または <iframe> でのページのレンダリングをブラウザに許可す
るかどうかを指定します。キー/値のペアは次のようになります。

X-Frame-Options SAMEORIGIN
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ルール名 説明

ページは、ページ⾃体と同じ作成元のフレームに限り、表⽰する
ことができます。

[ログインページですべての
フレーム処理を拒否]

デフォルトでは無効になっています。これは、クロスサイトスク
リプティング攻撃やクリックジャッキング攻撃に対応するさらに
厳格なログインページルールです。キー/値のペアは次のようにな
ります。

X-Frame-Options DENY

この場合、サイトでの動作に関係なく、ページはフレームに表⽰
できません。

[IE - 互換モード⽤のパラ
メータ]

デフォルトでは有効になっています。この設定では、HTML ペー
ジのレンダリングに、Internet Explorer の標準的なドキュメン
トタイプを設定します。デフォルト値は IE8 です。

X-Frame-Options ヘッダー応答の基本的なサポートは、以下に⽰すバージョン以降のブラウザで使⽤でき
ます。

Chrome 4.1.249.1042

Firefox 3.6.9

Gecko 1.9.2.9

Internet Explorer 8.0

Opera 10.5

Safari 4.0
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分析、レポート、およびトラブルシューティングについて
My webMethods Server には、管理者がサーバ展開の分析、レポート、管理、および保守を⾏うための多
数のツールが⽤意されています。

サーバのログの制御
My webMethods Server は、実⾏時に、Web アプリケーションおよびポートレットアプリケーション
の、さまざまなカテゴリのログ情報を収集します。ログ情報は、ロガーおよび出⼒の 2 段階で収集されま
す。

ロガー この段階では、カテゴリ、Web アプリケーションおよびポートレットアプリケーションごと
に、収集するメッセージのレベルを定義できます。

出⼒ この段階では、My webMethods Server がコンソールおよびログファイルに書き込むメッセー
ジのレベルを決定します。

各段階は個別に制御できます。ロガーしきい値は、出⼒しきい値より優先されます。ログメッセージがロ
ガーしきい値に達していないので、あるカテゴリまたはアプリケーションのメッセージが収集されず、My
webMethods Server がログメッセージを破棄した場合、そのメッセージは出⼒ (つまり、コンソールまた
はログファイル) に書き込まれません。

[ログ設定] ページを使⽤すると、サーバのログを制御できます。詳細については、252 ページの「ログ
のしきい値について」と254 ページの「ロガーしきい値と出⼒しきい値の設定」を参照してください。

My webMethods Server がログメッセージを出⼒ログファイルに書き込むと、ファイルのサイズが⼤
きくなります。My webMethods Server は、定期的に新しいファイルセットにロールオーバするため、
特定の⽇時の検索や、必要に応じた古いログファイルの破棄が簡単になります。出⼒ログファイル、My
webMethods Server がファイルをロールオーバする頻度、およびロールオーバの制御⽅法の詳細について
は、256 ページの「ログファイルのロールオーバ期間について」および258 ページの「ログファイルの
ロールオーバ期間の変更」を参照してください。

ログのしきい値について
My webMethods Server が収集するログメッセージを制御するには、ログのしきい値を定義します。各ロ
グメッセージには、あるログレベルが割り当てられます。しきい値は、My webMethods Server が収集す
るメッセージのログレベルを⽰しています。My webMethods Server は、指定したレベル以上のレベルを
持つメッセージをログに記録します。そのため、しきい値を設定すると、ログファイルが増⼤することを制
限できます。収集する情報を増やす場合はログレベルを低く設定し、収集する情報を減らす場合はログレベ
ルを⾼く設定します。

次の表では、低レベルから⾼レベルの順で、レベルについて説明しています。

ログレベル 説明

TRACE すべてのレベルのメッセージをログに記録する場合は、しきい値をこのレベルに設
定します。このレベルでは最も詳細な情報が得られますが、ログファイルのサイズ
は急速に⼤きくなります。
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ログレベル 説明

DEBUG サーバは、サーバイベント内の複数のポイントで、DEBUG メッセージを発⾏しま
す。DEBUG レベル以上のメッセージ (INFO、WARN など) をすべて収集する場合
は、しきい値をこのレベルに設定します。このレベルは問題のデバッグに役⽴ちま
すが、ログファイルのサイズは急速に⼤きくなります。

INFO サーバは、サーバイベントが発⽣したことを⽰す INFO メッセージを発⾏しま
す。INFO レベル以上のメッセージをすべて収集する場合は、しきい値をこのレベ
ルに設定します。

WARN サーバは、重⼤ではないエラーを警告する WARN メッセージを発⾏しま
す。WARN、ERROR、および FATAL のメッセージを収集する場合は、しきい値を
このレベルに設定します。

ERROR サーバは、致命的でないエラーが発⽣した場合に ERROR メッセージを発⾏しま
す。ERROR および FATAL のメッセージを収集する場合は、しきい値をこのレベ
ルに設定します。

FATAL サーバは、致命的なエラーが発⽣した場合に ERROR メッセージを発⾏しま
す。FATAL メッセージのみを収集する場合は、しきい値をこのレベルに設定しま
す。

しきい値を定義するには、上記の表に⽰したレベルのいずれかを割り当てます。

カテゴリ、Web アプリケーションまたはポートレットアプリケーションのロガーしきい値にログレベルを割り当てるMy
webMethods Server がそのカテゴリまたはアプリケーションで収集するメッセージを制御しま
す。My webMethods Server がメッセージを収集できるカテゴリおよびアプリケーションは、[ログ
設定] ページで表⽰できます。

出⼒しきい値にログレベルを割り当てるMy webMethods Server がコンソールまたは以下のログファイル
のいずれかに書き込むメッセージを制御します。

_full_.log すべてのカテゴリ、Web アプリケーションおよびポートレットアプリケーションの、
すべてのレベルのメッセージを記録できます。

_problems_.log すべてのカテゴリ、Web アプリケーションおよびポートレットアプリケー
ションのメッセージを記録できます。ただし、レベルは WARN メッセージ以上のメッセージ
(WARN、ERROR または FATAL メッセージ) に制限されます。

_errors_.xm_ すべてのカテゴリ、Web アプリケーションおよびポートレットアプリケーショ
ンのメッセージを含む XML フラグメントです。デフォルトでは、FATAL メッセージのみが記録
されます。

メモ: ルート XML 要素を持つエラーログに含まれる XML フラグメントを折り返して、整形式
XML を⽣成できます。

ロガーしきい値は、出⼒しきい値より優先されます。サーバは、ログメッセージを収集すると、最初は指定
されたロガーにメッセージを送信します。メッセージがしきい値に達していない場合、メッセージは破棄さ
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れます。ただし、メッセージのログレベルがロガーしきい値に達しているか超えている場合、サーバはメッ
セージをログ出⼒に送信します。メッセージのログレベルが出⼒しきい値に達していない場合、メッセー
ジは破棄されます。最後に、メッセージが出⼒しきい値に達しているか超えている場合、サーバはメッセー
ジを出⼒に書き込みます。つまり、カテゴリまたはアプリケーションに設定されたしきい値 (ロガーしきい
値) に達していないメッセージは破棄され、出⼒に書き込まれません。

ロガーしきい値と出⼒しきい値の設定
[ログ設定] ページで、ロガーしきい値と出⼒しきい値の両⽅を設定できます。

メモ: [ログ設定] ページでしきい値を更新すると、その設定は再度更新されるまで永続します。サーバが
シャットダウンされるまで継続するデバッグ設定を My webMethods Server で⼀時的に使⽤する場合
は、-d 起動オプションを使⽤してサーバを起動します。詳細については、254 ページの「デバッグしき
い値の⼀時的な設定」を参照してください。

ロガーしきい値または出⼒しきい値を設定するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [分析] > [ログ設
定]

2. 変更する各カテゴリ、Web アプリケーションおよびポートレットアプリケーションについて、[ロガー
しきい値] 列で、受け⼊れるメッセージの最低レベルのログレベルを選択します。

3. 変更する各出⼒しきい値について、[出⼒しきい値] リストで、受け⼊れるメッセージの最低レベルのロ
グレベルを選択します。

ヒント: すべてのロガーしきい値または出⼒しきい値を同じログレベルに設定するには、[ロガーしきい
値] ラベルまたは [出⼒しきい値] ラベルの右にある  をクリックし、使⽤するログレベルを選択し
ます。

4. [適⽤] をクリックします。

デバッグしきい値の⼀時的な設定
デフォルトのサーバの設定では、Java システムプロパティ (logj4.default.log.level) を使⽤して、いくつ
かのカテゴリでログのしきい値が WARN に設定されています。-d 起動オプションを指定してサーバを起
動すると、logj4.default.log.level 変数が DEBUG に設定されます。そのため、カテゴリのメッセージは、
サーバがシャットダウンされるまで DEBUG しきい値で収集されます。サーバをデバッグモードで実⾏す
るには、この -d 起動オプションを使⽤します。この⽅法によって、多くのカテゴリで⼀時的にログレベル
が⾼くなり、トラブルシューティングを簡単に実⾏できるようになります。

ログ設定の次のセクションは、-d 起動オプションによって影響を受けるカテゴリを⽰します。

# default level controled by -d=DEBUG otherwise =WARN 
log4j.category.Framework=${log4j.default.log.level} 
log4j.category.frameworkInit=${log4j.default.log.level} 
log4j.category.dataAccess=${log4j.default.log.level} 
log4j.category.jsp=${log4j.default.log.level} 
log4j.category.jsf=${log4j.default.log.level} 
log4j.category.directory=${log4j.default.log.level} 
log4j.category.portlet=${log4j.default.log.level} 
log4j.category.classManager=${log4j.default.log.level} 
log4j.category.taglibs=${log4j.default.log.level} 



M
Odd Header

分析、レポート、およびトラブルシューティング

My webMethods Server 管理者ガイド バージョン 10.4 255

log4j.category.mail=${log4j.default.log.level} 
log4j.category.search=${log4j.default.log.level} 
log4j.category.messaging=${log4j.default.log.level} 
log4j.category.notifications=${log4j.default.log.level} 
log4j.category.schedule=${log4j.default.log.level} 
log4j.category.version=${log4j.default.log.level} 
log4j.category.task=${log4j.default.log.level} 
log4j.category.webservice=${log4j.default.log.level} 
log4j.category.wsclient=${log4j.default.log.level}

-d 起動オプションを使⽤してサーバを起動 する⽅法の詳細については、 50 ページの「My webMethods
Server の基本のコマンドライン構⽂」を参照してください。

ファイルへのしきい値設定のエクスポート
ロガーしきい値および出⼒しきい値の設定は、log4.override.properties ファイルにエクスポートで
きます。log4.override.properties ファイルにエクスポートした設定は、後でこのファイルから My
webMethods Server データベースにインポートできます。

しきい値設定をエクスポートするのは、バックアップコピーを保存する場合や、同じクラスタ内にない別の
My webMethods Server インスタンスで同じ設定を使⽤する場合です。

しきい値設定をエクスポートするには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [分析] > [ログ設
定]

2. [エクスポート] をクリックします。

3. 保存前にテキストエディタでファイルを開いて表⽰する場合は、以下の⼿順に従います。

a. [プログラムから開く] オプションを選択します。

b. ファイルの表⽰に使⽤するテキストエディタを選択します。

c. [OK] をクリックします。

My webMethods Server によってデータベースからファイルがダウンロードされ、選択したエ
ディタでファイルが開きます。

d. テキストエディタの保存機能を使⽤して、ファイルを保存します。

4. ファイルを開かずに保存する場合は、以下の⼿順に従います。

a. [ファイルの保存] を選択します。

b. [OK] をクリックします。

My webMethods Server によって、しきい値設定が log4.override.properties ファイルにダウン
ロードされ、デスクトップ上にファイルが配置されます。

ファイルからのしきい値設定のインポート
ロガーしきい値および出⼒しきい値の設定を log4.override.properties ファイルにエクスポート済みの場
合、My webMethods Server インスタンスに設定をインポートするには、以下の⼿順に従います。
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しきい値設定をインポートするには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [分析] > [ログ設
定]

2. [インポート] をクリックします。

3. [参照] をクリックし、インポートする設定を含む log4.override.properties ファイルの場所まで移動
して、[開く] をクリックします。

4. [インポートモード] フィールドで、設定をマージするか、設定を完全に置き換えるかを選択します。

log4.override.properties ファイルの設定を、My webMethods Server データベースにある現在
のしきい値設定とマージする場合は、[既存の設定とマージする] を選択します。

My webMethods Server データベースにあるしきい値設定を、log4.override.properties ファイ
ルの設定で完全に置き換える場合は、[既存の設定と置き換える] を選択します。

5. [設定のインポート] をクリックします。

ログファイルのロールオーバ期間について
ロギングプロセスは、⽇付やファイルサイズに基づいて、定期的に新しいファイルセットにロールオーバし
ます。My webMethods Server が⽇付に基づいてファイルをロールオーバするときは、古いログファイル
の名前に⽇付を追加してファイル名を変更するので、古いログデータを参照する必要がある場合に、特定の
⽇付のデータを簡単に検索できます。My webMethods Server がサイズに基づいてロールオーバするとき
は、指定されたバックアップファイル数が維持され、古いデータは廃棄されます。

My webMethods Server のログファイルは、次のディレクトリにあります。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \logs

このディレクトリからサーバログを⼿動で削除することができます。または、ログアペンダのタイムスタン
プおよび設定したロールオーバ期間に基づいて、ログを削除するカスタムロジックを開発することもできま
す。

次の表に、My webMethods Server が作成するログファイルと、ログのデフォルトのロールオーバ期間を
⽰します。

ログファイル デフォルトの内容 デフォルトのロールオーバ期間

_full_.log すべてのカテゴリおよびすべて
の有効しきい値のログメッセー
ジ (TRACE、DEBUG、INFO、
WARN、ERROR、FATAL など)

毎⽇午前 0 時

ログがロールオーバされるとき、過去の
ログメッセージは、そのログに含まれる
ログ情報の⽇付を反映する名前のファイ
ルにロールオーバされます。

_full_.yyyy-MM-dd.log

My webMethods Server がこのログを
ロールオーバする頻度をカスタマイズで
きます。
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ログファイル デフォルトの内容 デフォルトのロールオーバ期間

_problems_.log すべてのカテゴリの
WARN、ERROR、FATAL ログ
メッセージ

毎⽇午前 0 時

ログがロールオーバされるとき、過去の
ログメッセージは、そのログに含まれる
ログ情報の⽇付を反映する名前のファイ
ルにロールオーバされます。

_problems_.yyyy-MM-dd.log

My webMethods Server がこのログを
ロールオーバする頻度をカスタマイズで
きます。

install.log インストールの DEBUG レベル
ログメッセージ

ログサイズが 100 MB に達した場合

ログがロールオーバされると、古いログ
メッセージは、次の命名規則 (N  は番号)
のバックアップファイルにロールオーバ
されます。

install.N .log

たとえば、初めてログがロールオーバさ
れたとき、バックアップログの名前は
install.1.log になります。デフォルトで
は、My webMethods Server はバック
アップを 3 つまで保持します。

My webMethods Server がこのファイ
ルをロールオーバする前のファイルの最
⼤サイズ制限、およびサーバが保持する
バックアップファイル数をカスタマイズ
できます。

caf.log CAF アプリケーションログメッ
セージ

毎⽇午前 0 時

ログがロールオーバされるとき、過去の
ログメッセージは、そのログに含まれる
ログ情報の⽇付を反映する名前のファイ
ルにロールオーバされます。

caf.yyyy-MM-dd.log

My webMethods Serverがこのログを
ロールオーバする頻度はカスタマイズで
きません。

schema.log x- タイプオブジェクトの作成、
変更、または削除の DDL ス

ログサイズが 5 MB に達した場合
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ログファイル デフォルトの内容 デフォルトのロールオーバ期間

テートメント実⾏のログメッ
セージ ログがロールオーバされると、古いログ

メッセージは、次の命名規則 (N  は番号)
のバックアップファイルにロールオーバ
されます。

schema.N .log

たとえば、初めてログがロールオーバさ
れたとき、バックアップログの名前は
schema.1.log になります。デフォルト
では、My webMethods Server はバッ
クアップを 10 個まで保持します。

My webMethods Server がこのファイ
ルをロールオーバする前のファイルの最
⼤サイズ制限、およびサーバが保持する
バックアップファイル数をカスタマイズ
できます。

_errors_.xm_ すべてのカテゴリの FATAL ロ
グメッセージの XML フラグメ
ント

ルート XML 要素を持つエラー
ログに含まれる XML フラグメ
ントを折り返して、整形式 XML
を⽣成できます。

このログはロールオーバされません。

ロールオーバ期間をカスタマイズする⽅法の詳細については、258 ページの「ログファイルのロールオー
バ期間の変更」を参照してください。

ログファイルのロールオーバ期間の変更
My webMethods Server は、My webMethods Server データベース内に、ログファイルをロールオーバ
する⽅法の設定を保持します。そのため、クラスタ内でサーバを実⾏している場合は、すべてのサーバイ
ンスタンスが同じロールオーバ設定を使⽤します。ロールオーバ設定を更新するには、My webMethods
Server でローカルファイル (名前は log4j.init.properties) に設定をダウンロードし、ダウンロードした
ファイルのロールオーバ期間を変更して、変更をデータベースに再度アップロードします。

My webMethods Server がログファイルをロールオーバする場合は、次の項⽬に基づいてロールオーバを
⾏います。

⽇時 (_full_.log ファイルおよび _problems_.log ファイルで使⽤)

ロールオーバ設定は、アペンダタイプ org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender によって制御さ
れます。ロールオーバ期間を更新する場合は、アペンダに新しい DatePattern を指定します。次の表
に、ログのロールオーバの設定で使⽤可能な DatePattern を⽰します。
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⽇付パターン ロールオーバのタイミング

'.'yyyy-MM 各⽉の最初。

たとえば、_full_.log の場合、DatePattern を「'.'yyyy-MM」に設
定すると、2010 年 1 ⽉ 31 ⽇の午前 0 時に、My webMethods
Server がログデータをファイル _full_.2010-01.log にコピーし
ます。My webMethods Server は、次の⽉に _full_.log ファイル
がロールオーバされるまで、2 ⽉分のメッセージをこのファイルに
記録します。

'.'yyyy-ww 各週の最初の⽇。週の最初の⽇はロケールによって異なります。

たとえば、週の最初の⽇が⽇曜⽇で、_problems_.log の場合に
DatePattern を「'.'yyyy-ww」に設定するとします。2010 年 3
⽉ 15 ⽇ (⼟曜⽇) の午前 0 時に、My webMethods Server は
この年の 19 週⽬のログデータをファイル _problems_2010-19
にコピーします。My webMethods Server は、次の週に
_problems_.log ファイルがロールオーバされるまで、2010 年の
20 週⽬のメッセージをこのファイルに記録します。

'.'yyyy-MM-dd 毎⽇午前 0 時。

たとえば、_full_.log の場合、DatePattern を「'.'yyyy-MM-

dd」に設定すると、2010 年 2 ⽉ 22 ⽇の午前 0 時に、My
webMethods Server がログデータをファイル _full_2010-02-22
にコピーします。My webMethods Server は、次の⽇に
_full_.log ファイルがロールオーバされるまで、2010 年 2 ⽉ 23
⽇のメッセージをこのファイルに記録します。

'.'yyyy-MM-dd-a 毎⽇ 2 回 (午後 12 時および午前 0 時)。

たとえば、_problems_.log の場合、DatePattern を「'.'yyyy-

MM-dd-a」に設定すると、2010 年 2 ⽉ 22 ⽇の午後 12
時に、My webMethods Server がログデータをファイ
ル _problems_2010-02-22-A.M にコピーします。My
webMethods Server は、午前 0 時に _problems_.log ファイル
が _problems_2010-02-22-P.M ファイルにロールオーバされる
まで、2010 年 2 ⽉ 22 ⽇の午後のメッセージをこのファイルに記
録します。その後、My webMethods Server は 2010 年 2 ⽉ 23
⽇のメッセージを _problems_.log ファイルに記録します。

'.'yyyy-MM-dd-HH 毎⽇ 1 時間ごと。

たとえば、_full_.log の場合、DatePattern を「'.'yyyy-MM-

dd-HH」に設定すると、2010 年 2 ⽉ 22 ⽇の午前 11 時頃
に、My webMethods Server が 10 時台のログデータをファイル
_full_2010-02-22-10 にコピーします。My webMethods Server
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⽇付パターン ロールオーバのタイミング

は、次の時間の始めに _full_.log ファイルがロールオーバされる
まで、11 時台のメッセージをこのファイルに記録します。

'.'yyyy-MM-dd-HH-mm 毎⽇ 1 分ごと。

たとえば、_full_.log の場合、DatePattern を「'.'yyyy-MM-

dd-HH-mm」に設定すると、2010 年 2 ⽉ 22 ⽇の午前 11 時
46 分頃に、My webMethods Server がログデータをファイル
_full_2010-02-22-11-45 にコピーします。My webMethods
Server は、1 分後に _full_.log ファイルがロールオーバされるま
で、次の 1 分のメッセージをこのファイルに記録します。

ファイルサイズ (install.log ファイルで使⽤)

ロールオーバ設定は、org.apache.log4j.RollingFileAppender によって制御されます。install.log
ファイルで収集されたメッセージのログレベル、ロールオーバ前のログファイルの最⼤サイズ、および
My webMethods Server が保持するバックアップログファイルの数を更新できます。

メモ: 次の⼿順に、標準で定義されているデフォルトアペンダ
(org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender および org.apache.log4j.RollingFileAppender) のパ
ラメータを更新して、ロールオーバ期間を変更する⽅法を⽰します。ただし、必要であれば、ニーズ
を満たす別のアペンダを使⽤するように設定を更新できます。たとえば、サイズに基づいてロールオー
バする場合は _problems_.log に RollingFileAppender を使⽤し、ログをロールオーバしない場合は
FileAppender を使⽤するなどの変更ができます。log4j ライブラリがサポートする任意のアペンダを使⽤
できます。詳細については、「http://logging.apache.org/log4j/1.2/index.html」 を参照してくださ
い。

ログファイルのロールオーバ期間を変更するには

1. My webMethods Server データベースから log4j.init.properties ファイルをダウンロードします。

a. コマンドラインプロンプトで、ディレクトリを変更して、サーバの bin ディレクトリに移動しま
す。

Software AG_directory\MWS\bin

b. データベースから log4j.init.properties ファイルを抽出するには、次のコマンドを⼊⼒します。

mws -s serverName  getconfig log4j.init.properties

2. log4j.init.properties ファイルを編集します。

a. getconfig コマンドによって log4j.init.properties ファイルが配置されている、次のディレクト
リに移動します。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \config

b. テキストエディタで log4j.init.properties ファイルを開きます。

3. _full_.log ファイルのロールオーバ設定を変更するには、以下の⼿順に従います。

a. ファイルの次の部分を探します。

http://logging.apache.org/log4j/1.2/index.html
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log4j.appender.rootFile=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.rootFile.DatePattern='.'yyyy-MM-dd
log4j.appender.rootFile.File=${log4j.logging.dir}/_full_.log

b. ⽇付パターンを更新して、_full_.log ファイルがロールオーバされるタイミングを定義します。

4. _problems_.log ファイルのロールオーバ設定を変更するには、以下の⼿順に従います。

a. ファイルの次の部分を探します。
log4j.appender.rootErrorsFile=org.apache.log4j. 
    DailyRollingFileAppender
log4j.appender.rootErrorsFile.DatePattern='.'yyyy-MM-dd
log4j.appender.rootErrorsFile.File=${log4j.logging.dir}/ 
    _problems_.log

b. ⽇付パターンを更新して、_problems_.log ファイルがロールオーバされるタイミングを定義しま
す。

5. install.log ファイルのロールオーバ設定を変更するには、以下の⼿順に従います。

a. ファイルの次の部分を探します。
log4j.appender.installFile=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.installFile.threshold=DEBUG
log4j.appender.installFile.MaxFileSize=100MB
log4j.appender.installFile.MaxBackupIndex=3
log4j.appender.installFile.File=${log4j.logging.dir}/install.log

b. ファイルのサイズ制限を変更するには、log4j.appender.installFile.MaxFileSize ⾏の値を更新
して、別の最⼤ファイルサイズを指定します。

c. My webMethods Server で保持するバックアップ数を変更するに
は、log4j.appender.installFile.MaxBackupIndex ⾏の値を更新します。

install.log のしきい値レベルを変更する log4j.appender.installFile.threshold ⾏は更新しないこと
をお勧めします。インストールプロセスでは INFO メッセージが発⾏されるため、しきい値を⾼くす
るとメッセージがログに記録されなくなります。

6. schema.log ファイルのロールオーバ設定を変更するには、以下の⼿順に従います。

a. ファイルの次の部分を探します。
log4j.appender.DDLSchemaFileAppender=org.apache.log4j. 
    RollingFileAppender
log4j.appender.DDLSchemaFileAppender.threshold=INFO
log4j.appender.DDLSchemaFileAppender.MaxFileSize=5MB
log4j.appender.DDLSchemaFileAppender.MaxBackupIndex=10
log4j.appender.DDLSchemaFileAppender.File=${log4j.logging.dir} 
    /schema.log
log4j.appender.DDLSchemaFileAppender.layout=org.apache.log4j. 
    PatternLayout
log4j.appender.DDLSchemaFileAppender.layout.ConversionPattern= 
    ${log4j.mes 
sage.pattern}

b. ファイルのサイズ制限を変更するには、log4j.appender.DDLSchemaFileAppender.MaxFileSize ⾏
の値を更新して、別の最⼤ファイルサイズを指定します。

c. My webMethods Server で保持するバックアップ数を変更するに
は、log4j.appender.DDLSchemaFileAppender.MaxBackupIndex ⾏の値を更新します。
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7. log4j.init.properties ファイルを保存します。

8. 変更したファイルを My webMethods Server データベースに展開します。

a. コマンドラインプロンプトで、ディレクトリを変更して、サーバの bin ディレクトリに移動しま
す。

Software AG_directory\MWS\bin

b. log4j.init.properties ファイルをデータベースに書き込むには、次のコマンドを⼊⼒します。

mws -s serverName  putconfig log4j.init.properties

c. log4j.init.properties ファイルのローカルコピーを削除します。

このファイルを削除しないと、サーバインスタンスは引き続きファイルのローカルバージョンを使
⽤します。

9. クラスタを再起動します。

変更は、クラスが再起動されるまで有効にはなりません。

デフォルトのログディレクトリの変更
デフォルトでは、サーバインスタンスのログは次の場所に格納されます。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \logs

systemPaths.properties ファイルを変更することによって、このディレクトリの場所を変更できます。

デフォルトのログディレクトリの変更

1. My webMethods Server データベースから systemPaths.properties ファイルをダウンロードしま
す。

a. コマンドラインプロンプトで、ディレクトリを変更して、サーバの bin ディレクトリに移動しま
す。

Software AG_directory\MWS\bin

b. データベースから systemPaths.properties ファイルを抽出するには、次のコマンドを⼊⼒しま
す。

mws -s serverName  getconfig systemPaths.properties

2. テキストエディタで、次の場所にある systemPaths.properties ファイルを開きます。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \config

3. 新しいログディレクトリの場所を指すように、次の⾏を変更してファイルを保存します。
system.path.logs=root:/logs

4. 変更したファイルを My webMethods Server データベースに展開します。

a. コマンドラインプロンプトで、ディレクトリを変更して、サーバの bin ディレクトリに移動しま
す。

Software AG_directory\MWS\bin
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b. systemPaths.properties ファイルをデータベースに書き込むには、次のコマンドを⼊⼒します。

mws -s serverName  putconfig systemPaths.properties

c. systemPaths.properties ファイルのローカルコピーを削除します。

このファイルを削除しないと、サーバインスタンスは引き続きファイルのローカルバージョンを使
⽤します。

5. サーバインスタンスを再起動します。

変更は、サーバが再起動されるまで有効にはなりません。

ログメッセージの表⽰
[ログビューア] ページを使⽤すると、_full_.log、_problems_log および _errors_.xm の各ファイルの最
新メッセージを表⽰できます。

[ログビューア] ページを活⽤するには、必要に応じた適切なメッセージを確実に収集する必要がありま
す。メッセージ収集条件を設定するには、[ログ設定] ページを使⽤します。詳細については、252 ペー
ジの「ログのしきい値について」と254 ページの「ロガーしきい値と出⼒しきい値の設定」を参照してく
ださい。

ログメッセージを表⽰するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [分析] > [ログ
ビューア]

2. 表⽰する⾏数を選択します。

3. メッセージを表⽰するログを選択します。

4. [今すぐリフレッシュ] をクリックします。

セキュリティ監査ログの管理
デフォルトで、My webMethods Server は監査可能なすべてのイベントに関して監査ログを記録します。
[監査管理] ページを使⽤すると、監査ログの有効化/無効化、ログに記録するイベントの選択を⾏うことが
できます。デフォルトで、監査ログは有効になっており、使⽤可能なすべての監査可能イベントがログに記
録されます。

My webMethods Server は監査ログを audit.log ファイルに書き込みます。このファイルは、次のディレ
クトリにあります。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \logs

セキュリティ監査ログを管理するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [監査管
理]

2. 監査ログを有効または無効にするには、以下の⼿順に従います。

a. 監査ログを有効にするには、[監査の有効化] をオンにします。



M
Even Header

分析、レポート、およびトラブルシューティング

My webMethods Server 管理者ガイド バージョン 10.4 264

これがデフォルト設定です。

b. 監査ログを無効にするには、[監査の有効化] をオフにします。

3. [監査可能] 列で、ログに記録するイベントをオンにして、ログに記録しないイベントをオフにしま
す。

監査ログが無効になっている場合は、オンにしたイベントもログに記録されません。

4. [適⽤] をクリックします。

変更内容は即座に反映されます。

リアルタイムユーザアクティビティの監視
[セッションの監視] ページを使⽤して、サーバ展開のリアルタイムユーザアクティビティを監視し、電⼦
メールを通じてアクティブなユーザに状態メッセージを送信できます。アクティブなユーザに対して、シス
テム管理者は 2 つの重要な機能を実⾏できます。

ユーザのプロファイル情報を表⽰する

このページからユーザに電⼦メールを直接送信する

すべてのアクティブなサーバセッションを表⽰するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [分析] > [セッ
ションの監視]

2. アクティブセッションのリストで、ユーザの名前をクリックしてそのユーザのプロファイルを表⽰しま
す (オプション)。

3. アクティブセッションのリストで、  をクリックします (オプション)。

作業しているマシンに電⼦メールクライアントがインストールされている場合は、電⼦メールメッセー
ジウィンドウが表⽰されます。このウィンドウで電⼦メールを作成し、選択したユーザに送信できま
す。[ユーザ情報] に有効な電⼦メールアドレスが指定されていない場合、[宛先] フィールドは空にな
ります。

サーバイベントに関するデータの収集
[Events Collector] ページでは、サーバ上のイベントに関するデータを収集し、他のページでもそれらの
データを使⽤できるようにします。

[Events Collector] ページをサーバに展開すると、特定のタイプのサーバイベントに関する情報を取得し
てサーバデータベースに格納します。このページでは、以下のイベントを取得できます。

ログインおよびログアウト

ユーザがページを参照する場合などの Get イベント

オブジェクトが作成、更新、移動または削除される場合などの操作イベント

このページは、各イベントについて、そのイベントに関連付けられたユーザ、イベントの⽇時、マシンのホ
スト名、および可能な場合は実⾏中の操作に関する情報を収集します。
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このページで収集されたデータを利⽤するために、他のページはサーバデータベースに対するクエ
リーを実⾏し、結果をページに表⽰します。Software AGTECHcommunity web サイト (「http://
techcommunity.softwareag.com」) では、これらのクエリーを実⾏するページの例を検索することがで
きます。これらのページを使⽤するには、以下の操作を⾏う必要があります。

1. [Events Collector] ページおよびサンプルページをサーバに展開する

2. [Events Collector] ページを設定する

3. サーバイベントを表⽰するサンプルポートレットをページに⼊れる

サンプルページにはポートレットのソースコードが含まれているため、ポートレットを Software AG
Designer にインポートして、どのように機能するかを⾒ることができます。[Events Collector] ページ
がデータをサーバデータベースに格納するために使⽤するデータベーススキーマの例は、266 ページの
「[Events Collector] データベーススキーマ」を参照してください。

[Events Collector] ページの展開
[Events Collector] ページは、My webMethods Server 標準インストールの⼀部ですが、デフォルトでは
展開されません。ページを使⽤するには、まずサーバにページを展開する必要があります。

サーバに [Events Collector Configuration] ページを展開するには

1. My webMethods Server ディレクトリ構造の次の場所で、[Events Collector Configuration] ページ
を検索します。

Software AG_directory\MWS\components\extras\analysis\wm_eventscollector.pdp

2. wm_eventscollector.pdp ファイルをコピーし、deploy ディレクトリに貼り付けます。

Software AG_directory\MWS\server\server_name \deploy

server_name  はサーバの名前です。数秒後、ページは⾃動的にサーバ上に展開されます。

[Events Collector Configuration] ページの設定
デフォルトでは、[Events Collector Configuration] ページは、展開すると直ちにイベントに関するデータ
の収集を開始できるようになりますが、データの保存期間を変更したり、ページを無効にしたりすることが
必要になる場合があります。

[Events Collector Configuration] ページを設定するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [分析] > [Events
Collector Configuration]

メモ: [分析] フォルダに [Events Collector Configuration] ページが⾒つからない場合は、ページが展
開されていないと考えられます。詳細については、265 ページの「[Events Collector] ページの展
開」を参照してください。

2. [Collection Enabled] チェックボックスをオンまたはオフにして、サーバイベントデータの収集を
有効または無効にします。

デフォルトでは、データ収集は有効です。

http://techcommunity.softwareag.com
http://techcommunity.softwareag.com
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3. [Keep Data for] リストで、サーバイベントデータを保存する期間を選択します。

選択の範囲は、[1 ⽇] から [One Year] までです。デフォルトは、[One Month] です。

4. [適⽤] をクリックします。

[Events Collector] データベーススキーマ
[Events Collector] ページでは、次のデータベーススキーマが使⽤されます。

tblwEvents (main table where events data is being collected) 
  idEvent    - Primary key 
  idType     - Foreign key to tblwEventTypes.Stores the type 
                  of an event. 
  idHost     - Foreign key to tblwEventHosts.Stores the host 
                  where the event occurs. 
  timestamp  - Time stamp of an event, defined as the number of 
                  milliseconds since epoch(java.lang.System. 
                  currentDateMillis()). 
  userID     - Database ID of the user who performed an operation. 
  thingID_1  - object_1.For example, for Get type events this is 
                  the database ID of the object being viewed. 
  thingID_2  - object_2.Used in rare cases where two objects are 
                  involved, for example when an object is created. 
                  Then object_1 is the database ID of the container, 
                  and object_2 is the database ID of an object that 
                  was created. 
  action     - Used for Login events: 1 - user logged in, 2 - user 
                  logged out. 
tblwEventHosts (stores mapping between hostID and hostname) 
  idHost     - Host id. 
  hostname   - Actual host name where the event occurs. 
tblwEventTypes (stores mapping between eventID and eventTypeName) 
  idType     - Event type ID. 
 eventType   - Event type name. 
Possible eventType name values: 
  com.webmethods.portal.event.add.impl.CreateEvent    
    - New object is created. 
  com.webmethods.portal.event.impl.GetEvent           
    - Object is being browsed. 
  com.webmethods.portal.event.system.impl.LoginEvent  
    - User logs in/out. 
  com.webmethods.portal.event.modify.impl.UpdateEvent 
    - Object is updated. 
  com.webmethods.portal.event.remove.impl.DeleteEvent 
    - Object is deleted.

データベース変更に関するデータの収集
My webMethods Server データベースに対する DDL ステートメント実⾏のログ情報を収集できます。
データベース変更に関するすべてのデータは、収集されて schema.log ファイルに書き込まれます。デー
タベース変更情報のログの設定は、[Administration Dashboard] > [分析] > [ログ設定] ページにありま
す。

ログしきい値の設定の詳細については、252 ページの「サーバのログの制御」を参照してください。
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収集されたデータの表⽰⽅法の詳細については、263 ページの「ログメッセージの表⽰」を参照してくだ
さい。

My webMethods Server 診断ツール
My webMethods Server 診断ツールを使⽤して、サーバ操作に関するデータを収集および分析できま
す。My webMethods Server 診断ツールには、診断コマンドラインツールと診断ポートレットという
2 つのタイプのツールがあります。ここでは、診断ツールの概要について説明します。詳細について
は、Diagnosing My webMethods Serverを参照してください。

診断コマンドラインツールを使⽤して、以下の作業を実⾏できます。

threaddump ツールを使⽤して、ローカルまたはリモートシステム上のサーバのスレッド実⾏に関す
るデータを収集します。

envcapture ツールを使⽤して、トラブルシューティングの⽀援のためにSoftware AG Global
Supportに提供する環境固有のサーバ情報を取得します。

envdiff ツールを使⽤して、環境固有のサーバ情報の取得結果である XML ファイルを⽐較します。

memorydump ツールを使⽤して、サーバのメモリ割り当て情報を取得します。

loganalyzer ツールを使⽤して、errors.log ファイルで報告された問題を識別および分析します。

診断ポートレットを使⽤して、以下の作業を実⾏できます。

[スレッドダンプ] ツールを使⽤して、サーバスレッドでのスレッド実⾏デッドロックを監視します。

[パフォーマンス分析] ツールを使⽤し、埋め込みパフォーマンス監視サービスを使⽤して、サービス
およびカスタムポートレットまたはアプリケーションのパフォーマンスを測定および分析します。

[パフォーマンス統計] ツールを使⽤して、カテゴリ別にグループ化されたさまざまなサーバアクショ
ンのパフォーマンスに関する統計および分析情報を表⽰します。

[ログ分析] ツールを使⽤して、log4j メカニズムに従ってサーバで作成されたログファイルを読み取っ
て分析します。

[メモリの監視] ツールを使⽤して、Java 仮想マシン (JVM) のメモリ使⽤量を監視したり、設定した
しきい値に達した場合に管理者に通知を送信します。
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My webMethods Server の設定について
My webMethods Server には、サーバの設定に使⽤できる多数のツールが⽤意されています。これらの機
能は、My webMethods Server インスタンスのインストールおよび設定後に実⾏します。

エイリアスの管理
[エイリアス管理] ページでは、URL エイリアスをサーバオブジェクトとして管理できます。このページで
カスタム URL エイリアスを作成、表⽰、変更、または削除し、サーバのさまざまな部分への URL を簡単
にすることができます。

たとえば、販売部⾨⽤にサーバの領域を作成する必要があり、サーバの [パブリックフォルダ] に販売チー
ムのフォルダが既に作成されている場合、そのフォルダは次のようにわかりにくい URL で参照されること
があります。http://server :port /meta/default/folder/0000002216

販売チームが販売サーバの場所を簡単に覚えられるように、[エイリアス管理] ページを使⽤して、次のよ
うにユーザフレンドリな URL を作成できます。http://server :port /Sales

[プロパティ] ページでのサーバリソースへのエイリアスの作成
サーバリソースの [プロパティ] ページで、サーバリソースのエイリアスを作成できます。

[プロパティ] ページでサーバリソースのエイリアスを作成するには

1. システム管理者として、サーバリソースが置かれているページまで移動します。

2. サーバリソースの  をクリックして、[プロパティ] を選択します。

3. [プロパティ] ページの [エイリアス] フィールドで、[追加] をクリックします。

4. サーバリソースのエイリアス名を⼊⼒して、[OK] をクリックします。

エイリアス名には空⽩を含めないでください。含めると、エイリアスは正しく機能しません。

5. [適⽤] をクリックします。

[エイリアス管理] ページでのサーバリソースへのエイリアスの作成
[エイリアス管理] ページで、サーバリソースのエイリアスを作成できます。

[エイリアス管理] ページでサーバリソースのエイリアスを作成するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [エイリ
アス管理]

2. [作成] をクリックします。

3. [エイリアス名] フィールドで、作成する新しいエイリアスの名前 (例えば「Sales」など) を⼊⼒しま
す。

エイリアス名には空⽩を含めないでください。
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4. [ターゲット] で新しいエイリアスに次のいずれかのターゲットを選択します。

[リソース] - フォルダ、ポートレット、アイテムなどのサーバーリソースをターゲットにします。
リソースを指定するには、[参照] をクリックして [選択された項⽬] ボックスにリソースを移動
し、[選択] をクリックします。

[パス] - URL などの外部リソースをターゲットにします。http://www.softwareag.com などの
外部リソースにパスを指定します。

メモ: エイリアスのターゲットにサーバリソースを使⽤する場合は、[ストリングを追加] フィールドを
使⽤してパラメータを渡すか、エイリアスが参照するリソースに対してサーバコマンドを呼び出すこ
とができます。

5. [エイリアスの追加] をクリックします。

6. 新規エイリアスのユーザフレンドリな URL を参照して、エイリアスが適切に動作することを確認しま
す。

デフォルトでは、作成したエイリアスはサーバのルート URL に付加されます。たとえば、「Sales」
というエイリアスを作成した場合は、「http://server : port/Sales」という URL を⼊⼒して新規エイ
リアスにアクセスします。

エイリアスの検索
[エイリアス管理] ページを使⽤して、既存のエイリアスを検索できます。ページにより検索結果がリスト
に加えられ、ここからエイリアスの変更や削除、またはターゲットリソースの表⽰ができます。

ヒント: エイリアス検索フィールドでは、名前内の任意のテキストの代わりに 1 つのワイルドカード⽂字
(*) を使⽤できます。

単純エイリアス検索の実⾏
エイリアスを検索するには、以下の⼿順に従います。

エイリアスの単純検索を実⾏するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [エイリ
アス管理] > [検索]

2. 検索するエイリアスの名前を⼊⼒します。

システムエイリアスを検索条件に含めたり、検索条件から除外したりするには、「システムエイリアス
の追加または除外」を参照してください。

3. [実⾏] をクリックします。

検索に⼀致したすべてのエイリアスが表に表⽰されます。

システムエイリアスの追加または除外
検索時にシステムエイリアスを追加または除外するには、以下の⼿順に従います。
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検索時にシステムエイリアスを追加または除外するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [エイリ
アス管理] > [検索]

2. 検索するエイリアスの名前を⼊⼒します。

3. [絞り込む] をクリックします。

4. [システムエイリアスを含む] リストで、以下のいずれかを選択します。

[はい] - 検索にシステムエイリアスを含みます。

[いいえ] - 検索からシステムエイリアスを除外します。

5. [実⾏] をクリックします。

6. 絞り込まれた検索パネルを閉じるには、[閉じる] をクリックします。

拡張エイリアス検索の実⾏
エイリアスの拡張検索を実⾏するには、以下の⼿順に従います。

エイリアスの拡張検索を実⾏するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [エイリ
アス管理] > [⾼度な検索]

2. 検索するエイリアスの名前を⼊⼒します。

3. [システムエイリアスを含む] で、次のいずれかのオプションを選択します。

[はい] - デフォルト。検索にシステムエイリアスを含みます。

[いいえ] - 検索からシステムエイリアスを除外します。

4. [エイリアスのターゲット] で、以下のいずれかを⾏います。

[参照] をクリックし、ターゲットのリソースを [選択された項⽬] ボックスに移動して、[選択] を
クリックします。

[エイリアスを使⽤] をクリックし、[エイリアス名] フィールドにターゲットリソースのエイリア
スを⼊⼒します。[テスト] をクリックして、そのエイリアスが有効で、エイリアスターゲットが正
しいものであるかどうかを確認します。エイリアスが正しければ、[選択] をクリックします。

5. [実⾏] をクリックします。

保存済みエイリアス検索の使⽤
いつでも使⽤できるようにエイリアス検索を保存できます。保存済みエイリアス検索の使⽤⽅法は、ユー
ザ、グループ、役割の保存済み検索を使⽤する場合と同じですが、実⾏される場所は次の場所になります。

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [エイリ
アス管理]

ユーザ、グループ、役割の保存済み検索の詳細については、「116 ページの「保存済み検索の使
⽤」」を参照してください。
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別のサーバリソースを指すようにエイリアスを変更
別のサーバリソースを指すようにエイリアスを変更するには、以下の⼿順に従います。

別のサーバリソースを指すように既存のエイリアスを変更するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [エイリ
アス管理]

2. [エイリアス検索] パネルを使⽤して、変更するエイリアスを探します。

3. 検索結果で、変更するエイリアスの  をクリックします。

4. [新規ターゲット] パネルで新しいエイリアスに次のいずれかのターゲットを選択します。

[リソース] - フォルダ、ポートレット、アイテムなどのサーバリソースをターゲットにします。リ
ソースを指定するには、[参照] をクリックして [選択された項⽬] ボックスにリソースを移動し、
[選択] をクリックします。

[パス] - URL などの外部リソースをターゲットにします。http://www.softwareag.com などの
外部リソースにパスを指定します。

メモ: エイリアスのターゲットにサーバリソースを使⽤する場合は、[ストリングを追加] フィールドを
使⽤してパラメータを渡すか、エイリアスが参照するリソースに対してサーバコマンドを呼び出すこ
とができます。

5. [更新] をクリックします。

エイリアスの削除
エイリアスを削除するには、以下の⼿順に従います。

既存のエイリアスを削除するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [エイリ
アス管理]

2. [エイリアス検索] パネルを使⽤して、変更するエイリアスを探します。

3. 検索結果で、削除するエイリアスの  をクリックします。

4. 検索結果で、削除するエイリアスの横のチェックボックスをオンにして、[削除] をクリックします。

外部設定クレデンシャルの設定
[HTTP ヘッダー認証管理] ページでは、システム管理者が、SiteMinder (Computer Associates) や Oblix
などサードパーティのセキュリティおよびアクセスコントロール製品から外部 HTTP 認証クレデンシャ
ルを受け⼊れるように My webMethods Server を設定できます。これらのクレデンシャルでは⼤⽂字
と⼩⽂字が区別されます。プラットフォームと Web サーバによって異なりますが、通常は sm_user か
SM_USER のいずれかになります。
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認証の有効化
重要: [HTTP ヘッダー認証管理] ページは、サードパーティのセキュリティプロバイダを使⽤している場
合にのみ有効にします。ページを有効にすると、サーバはすべてのユーザが認証済みであるかのように動
作します。

サードパーティのセキュリティおよびアクセスコントロール製品の認証を受け⼊れるには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [HTTP
ヘッダー認証管理]

2. [ユーザヘッダー名] で、「sm_user」または「SM_user」と⼊⼒します。

3. [HTTP ヘッダー認証管理を有効にする] チェックボックスをオンにします。

4. 必要に応じて、[ログアウト URL] フィールドに、ユーザがサーバをログアウトした後にリダイレクトさ
れる先の URL を⼊⼒します。

5. [サブミット] をクリックします。

6. ベンダーの製品ドキュメントの指⽰に従って、サードパーティのセキュリティおよびアクセスコント
ロールソフトウェアを設定します。

メモ: 外部セキュリティおよびアクセスコントロール製品を適切に設定するには、My webMethods
Serverとサードパーティ製品の両⽅が同じディレクトリサーバインスタンスを指している必要があり
ます。

HTTP ヘッダー認証の問題をログで確認
HTTP ヘッダー認証が正常に機能しない場合、ログファイルを確認して、問題の診断に役⽴てることが
できます。HTTP ヘッダー認証のログメッセージは、portalLogin カテゴリに割り当てられます。HTTP
ヘッダー認証のログメッセージを表⽰するには、ログしきい値を変更する必要があります。コンソー
ル、_full.log ファイルおよび portalLogin.log ファイルに書き込むためのデフォルトのしきい値は、INFO
ログレベルに設定されていますが、HTTP ヘッダー認証のログメッセージでは、それより低い DEBUG ロ
グレベルが使⽤されます。

サーバのログファイルは、Software AG_directory \MWS\server\serverName \logs ディレクトリに
あります。ログ収集の制御の詳細については、263 ページの「ログメッセージの表⽰」を参照してくださ
い。ログメッセージの検索の詳細については、263 ページの「ログメッセージの表⽰」を参照してくださ
い。

ログインのログしきい値の設定
ログメッセージを出⼒に書き込むには、カテゴリと出⼒の設定をどちらも DEBUG に設定する必要があり
ます。ログしきい値の設定の詳細については、252 ページの「サーバのログの制御」を参照してくださ
い。

HTTP ヘッダー認証のカテゴリおよび出⼒のしきい値を設定するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [分析] > [ログ設
定] > [ログのしきい値]
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2. [カテゴリしきい値] リストで、以下のログカテゴリの⼀部またはすべてに対して [DEBUG] ログレベルを
選択します。

ログカテゴリ 説明

root コンソールおよび _full.log ファイルの出⼒を制御します。

portalLogin portalLogin.log ファイルの出⼒を制御します。

3. [出⼒しきい値] リストで、以下のログ出⼒タイプの⼀部またはすべてに対して [DEBUG] ログレベルを
選択します。

ログ出⼒ 説明

Console コンソールに送信されるログメッセージの出⼒を制御します。

_full.log _full.log ファイルに送信されるログメッセージの出⼒を制御します。

portalLogin portalLogin.log ファイルに送信されるログメッセージの出⼒を制御
します。

4. [適⽤] をクリックします。

HTTP ヘッダー認証ログでの問題の確認
HTTP ヘッダー認証を有効にすると、サーバはすべてのユーザが認証済みであるかのように動作します。こ
れを念頭に置くと、ログメッセージは、以下の節で説明するような、3 つの結果を⽰すと考えられます。

ログインが成功した場合
HTTP ヘッダー認証を使⽤したログイン成功のメッセージは、次の例のようになります。

Date_and Time  (portalLogin : DEBUG) - HttpHeaderHandler Auth Handler
   looking for: user_name
Date_and Time  (portalLogin : DEBUG) - Found userID: user_name

user_name  は、HTTP ヘッダー認証でログインしたユーザの名前です。

HTTP ヘッダー認証が無効な場合
HTTP ヘッダー認証を有効にしていない場合、ログメッセージは次の例のようになります。

Date_and Time  (portalLogin : DEBUG) - HttpHeaderHandler Auth Handler is
   not enabled

HTTP ヘッダー認証を有効にするには、274 ページの「認証の有効化」を 参照してください。
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サードパーティのサイトが問題の原因である場合
サードパーティサイトが正しく設定されていない場合、HTTP ヘッダー認証は失敗します。その結果⽣成さ
れるログメッセージは、次の例のようになります。

Date_and Time  (portalLogin : DEBUG) - HttpHeaderHandler Auth Handler
   looking for:
Date_and Time  (portalLogin : DEBUG) - No value found!

My webMethods Server コンポーネントの展開
ポートレットや DBO などのサーバコンポーネントをサーバにインストールする際、システム管理者は以下
のオプションを使⽤できます。

Administration Dashboard の [インストール管理] ページを使⽤します。

サーバのファイルシステムの Deploy フォルダを使⽤します。このフォルダにより、サーバ管理者と
開発者は、新規に開発したポートレットパッケージ (ポートレット、CAF アプリケーション、タスク
アプリケーション、または展開可能パッケージ) を、サーバによって定期的にポーリングされる特定の
ディレクトリにコピーまたは貼り付けできます。サーバがこのフォルダに新しい展開可能コンポーネ
ントを検出した場合、これらのコンポーネントが⾃動的に抽出され、サーバにインストールされます。
サーバが Deploy ディレクトリをポーリングして新規コンポーネントを検出する頻度を指定するポー
リング間隔を設定するオプションがあります。

ポーリング間隔の変更
組織で複数のポートレットを開発している場合、このインストール⽅法は、ポートレットを⼀度に⼿動でイ
ンストールする⽅法よりも便利です。ファイルシステムでの Deploy フォルダのデフォルトの場所は、次
のとおりです。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \deploy

メモ: サーバのファイルシステムで PhaseProvider.xml 設定ファイルを変更して、ポーリングをオンまた
はオフにできます。ポーリング間隔を変更するには、以下の⼿順に従います。

ポーリング間隔を変更するには

1. コマンドラインプロンプトで、次のコマンドを⼊⼒してサーバの bin ディレクトリに移動します。
cd Software AG_directory \MWS\bin

2. 次のように getconfig コマンドを使⽤して、My webMethods Server データベースか
らphaseProvider.xml ファイルを取り出します。
mws getconfig phaseProvider.xml

3. 次の場所に移動します。

Software AG_directory \MWS\server\serverName \config

4. テキストエディタまたは同等の XML 編集機能を使⽤して phaseProvider.xml 設定ファイルを開きま
す。次の XML フラグメントを探します。
<Phase name="deploySync" enabled="true" 
    class="com.webmethods.portal.system.init.impl.MasterServerPhase">
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<PhaseInfo name="startTimedSyncDeploy" enabled="true" 
    class="com.webmethods.portal.bizPolicy.biz.install.impl.
SyncDeployService" interval="5" />
</Phase>

5. ポーリングをオフにするには、enabled 属性を true から false に変更します。

6. ポーリング間隔を変更するには、interval 属性を⽬的の値に変更します。デフォルト設定は 5 秒で
す。

メモ: この設定は、全体的なパフォーマンスには影響しません。

7. ファイルを保存します。

8. 次のように putconfig コマンドを使⽤して、変更したファイルを My webMethods Server データ
ベースに展開します。
mws putconfig phaseProvider.xml

9. \serverName \config ディレクトリからファイルを削除します。

ファイルを削除しないと、このサーバインスタンスがローカルバージョンの設定ファイルで引き続き使
⽤されます。

10.サーバインスタンスを再起動します。

Deploy フォルダを使⽤したポートレットのインストール
Deploy フォルダを使⽤してポートレットをサーバにインストールするには、以下の⼿順に従います。

Deploy フォルダを使⽤してポートレットをインストールするには

展開するサーバコンポーネントをコピーし、展開する deploy ディレクトリに貼り付けます。

メモ: いずれかのサーバコンポーネントの展開に失敗した場合、サーバのファイルシステムの Deploy
フォルダに Failed ディレクトリが⾃動的に作成されます。適切にインストールされないコンポーネン
トは、すべて Failed ディレクトリにコピーされます。

ポートレットまたはその他の展開可能なサーバコンポーネントのインストール
[インストール管理] ページを使⽤して、ポートレットまたはその他の展開可能なサーバコンポーネントを
インストールするには、以下の⼿順に従います。

ポートレットまたはその他の展開可能サーバコンポーネントをインストールするには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [インス
トール管理]

2. [新規コンポーネントをインストール] をクリックします。

3. [ローカルの場所またはネットワーク上の場所] または [リモートの場所] を選択します。

4. 以下のいずれかを⾏います。

展開可能コンポーネントがローカルファイルシステム上にある場合は、[参照] をクリックし、そ
の場所に移動します。
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展開可能コンポーネントがリモートの場所にある場合は、コンポーネントのフルパスを⼊⼒しま
す。

5. [進む] をクリックします。

6. [新規コンポーネントの情報] を確認し、[インストール] をクリックします。

コンポーネントが正常にインストールされた場合は、インストールが成功したことを⽰す確認メッセー
ジが表⽰されます。

メモ: インストールが失敗したコンポーネントは⾃動的にアンインストールされます。ログファイルを
チェックして、インストールのエラーをトラブルシューティングしてください。

ポートレットまたはその他の展開可能なサーバコンポーネントのアンインストー
ル
コンポーネントをアンインストールする前に、そのコンポーネントを削除するとユーザのページのインスタ
ンスすべてにどのような影響があるかを判断します。アンインストールを⾏うと、削除されたポートレット
の各インスタンスを含むすべてのページが破棄され、ポートレットワイヤリング機能を使⽤してそのポート
レットにワイヤリングされているすべてのポートレットが分断されます。

たとえば、別のポートレットにワイヤリングされているポートレットを削除するとき、ワイヤリング関係に
ついては警告されません。

ポートレットをアンインストールする前にポートレットの [状態] プロパティを [⾮表⽰] または [無効] に
変更し、ポートレットを段階的に削除する⽅法があります。実⾏されようとしているアンインストールが
ユーザに通知され、ユーザがページから削除した後であれば、安全にアンインストールすることができま
す。

重要: アンインストールしたポートレットのインスタンスが破棄されると、そのポートレットが使⽤され
ていた各ページでエラーが発⽣します。ポートレットとそのインスタンス、設定ファイル、ポートレット
データベーステーブル、およびポートレットパッケージングファイルのデータも削除される場合がありま
す。再インストールを⾏っても、ポートレットのアンインストールが原因で破棄された参照は復元されま
せん。

[インストール管理] ページを使⽤してコンポーネントをアンインストールするには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [インス
トール管理]

2. ツリーリストでアンインストールする 1 つ以上のコンポーネントを選択し、[選択項⽬のアンインストー
ル] をクリックして、[次へ] をクリックします。

3. アンインストール操作を確認するには、[アンインストール] をクリックします。

My webMethods Server シングルサインオンの設定
シングルサインオン (SSO) により、ユーザがあるアプリケーションにログインしても、別途ログインする
ことなく他のアプリケーションを使⽤できます。My webMethods Server では、セキュリティ情報交換の
XML ベースのフレームワークである SAML を介したシングルサインオンをサポートしています。SAML を
使⽤すると、ターゲットコンピュータ上のエンティティは、ユーザがソースコンピュータにログインしたと
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いうソースコンピュータからのアサーションを基にアクセス権を付与します。アサーションへの署名に使⽤
する証明書を My webMethods Server のターゲットインスタンス上のトラストストアに追加する必要が
あります。詳細については、36 ページの「CA 証明書のインポート」を参照してください。

My webMethods Server では、以下のようにシングルサインオン機能が提供されています。

ソースサーバと 1 つ以上のターゲットサーバ間

あるサーバと、シングルサインオン機能を持つ他の webMethods アプリケーション間

サーバと、SAML をサポートするサードパーティアプリケーション間

サーバとサードパーティの ID プロバイダ (IDP) 間

(廃⽌) サーバと、ユーザサインオンを認証するアーティファクトレシーバ、およびターゲット Web
アプリケーションの間

このモデルを使⽤すると、1 つのサーバがソースになり、ユーザの集中ログインが可能となります。ソース
サーバ上のページのリンクは、任意の数の SAML 対応エンティティを指します。また、ターゲットサーバ
では、ターゲットサーバのトラストストアにソースサーバの証明書がある限り、任意の数のサーバからア
サーションを受け⼊れることもできます。

シングルサインオンを利⽤するには、ユーザがソースサーバとターゲットエンティティの両⽅で認識されて
いる必要があります。ほとんどの場合、同じディレクトリサービスを使⽤することでユーザを共通に認識で
きます。

シングルサインオンのターゲットとしてのサーバの設定
サーバは、⼀度に 1 つのシングルサインオンソースに対してのみターゲットとなります。

シングルサインオンのターゲットとしてサーバを設定するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [設定] > [SAML
認証管理]

2. [プロパティ] ページで次を指定します。

プロパティ 説明

[アーティファクトパラメー
タ名]

(廃⽌) 別の webMethods サーバとの SAML 接続である場合は、デ
フォルト値の [SAMLart] を変更しないでください。サードパーティ
ソースへの SAML 接続である場合は、サードパーティアプリケーショ
ンで使⽤されているアーティファクトパラメータ名を⼊⼒します。

[アサーションパラメータ
名]

サーバが SAML アサーション値を検索する HTTP 要求パラメータ
名。デフォルト値は SAMLResponse です。

[セキュリティプロバイダ
URI]

(廃⽌ - [アーティファクトパラメータ名] と共に使⽤) SAML セ
キュリティプロバイダ (ソース) の URI を⼊⼒します。これが別の
webMethods サーバとの接続である場合は、次の構⽂を使⽤しま
す。server :port /services/SAML
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プロパティ 説明

server  はソースサーバが稼動しているホストで、port  はサーバの
ポート番号です。デフォルトのポート番号は 8585 です。

3. [サブミット] をクリックします。

ソースサーバでの SAML リンクの設定
任意のページで、サーバなどの SAML ターゲットエンティティへのリンクを追加できます。ターゲットが
ソースサーバからの SAML アサーションを受け⼊れる場合は、既知のユーザがリンクをクリックしたとき
に、ログインクレデンシャルは要求されません。ターゲットエンティティがソースサーバからの SAML ア
サーションを受け⼊れない場合、またはユーザがターゲットエンティティで認識されていない場合は、ログ
インクレデンシャルが要求されることがあります。

(廃⽌ - SAML アーティファクトレシーバでのみ有効) SAML 仕様では、アーティファクトレシーバと
呼ばれる媒介が、ターゲットの Web アプリケーションに代わって認証を実⾏できます。このような場
合、SAML ソースは 2 つの URL を必要とします。⼀⽅はアーティファクトレシーバ⽤で、もう⼀⽅はター
ゲット Web アプリケーション⽤です。編集権限のある任意のページに 1 つ以上の SAML リンクを配置で
きます。

編集権限のある任意のページに 1 つ以上の SAML リンクを配置できます。

ソースページに SAML リンクを作成するには

1. ページの右上で  をクリックし、[ページを編集] を選択します。

2. [使⽤可能なポートレット] パネルの [ルート] リストで、[リンク] をクリックします。

3. [使⽤可能なポートレット] パネルの [リンク] リストで、[wm_xt_ssolink] ポートレットをドラッグ
し、ページ上のリンクを追加する位置にドロップします。

カーソルを有効なページ位置に移動するたびに、カーソル位置の下に⾚いボックスが表⽰されます。こ
のボックスは、マウスボタンを離した場合にポートレットが配置される場所を⽰します。

4. ページ制御領域の左側で、[保存] をクリックします。

5. 単⼀サインオンポートレットのタイトルバーの右端で、  をクリックし、[プロパティ] を選択しま
す。

6. [プロパティ] ページで次を指定します。

フィールド 説明

[名前] wm_xt_ssolink をリンクの内容に合ったテキストで置換しま
す。

[SAML タイプ] 使⽤する SAML 仕様のバージョンを選択します。

SAML2 POST

SAML1 POST
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フィールド 説明

SAML Artifact ̶ (廃⽌)

[SAML 認証 URL] ターゲットコンピュータ上のリソースの URL を⼊⼒しま
す。サーバ上の任意のページをターゲットにできます。

(廃⽌) SAML アーティファクトレシーバを介して Web アプ
リケーションに接続している場合は、このフィールドをアー
ティファクトレシーバ URL ⽤に使⽤します。

[POST または GET の使⽤] (廃⽌ - [SAML タイプ] フィールドが [SAML Artifact] に
設定されている場合にのみ有効) ターゲットコンピュータに
データを渡すために使⽤するメソッドを決定します。

 
POST HTTP 要求の本⽂でデータを渡します。デフォ

ルトである POST は、シングルサインオンデー
タに対して推奨される⽅法です。

 
[GET を
使⽤]

URL に付加した疑問符の後のストリングとして
データを渡します。

[アサーションパラメータ名] サーバが SAML アサーション値を検索する HTTP 要求パラ
メータ名。デフォルト値は SAMLResponse です。

[アーティファクトパラメータ名] (廃⽌ - [SAML タイプ] フィールドが [SAML Artifact] に
設定されている場合にのみ有効) 別のサーバまたは他の
webMethods 製品との SAML 接続である場合は、デフォ
ルト値の [SAMLart] を変更しないでください。サードパー
ティソースへの SAML 接続である場合は、サードパーティ
アプリケーションで使⽤されているアーティファクトパラ
メータ名を⼊⼒します。

[アプリケーションターゲット URL] (廃⽌) SAML アーティファクトレシーバの URL を [SAML
認証 URL] フィールドに⼊⼒した場合は、Web アプリ
ケーションの URL を⼊⼒します。それ以外の場合は、この
フィールドを空⽩のままにします。

7. [適⽤] をクリックします。

SAML のプロファイルの設定
セキュリティインフラストラクチャ (SIN) で、サーバ起動時に設定されるセキュリティプロパティを設
定できます。設定ファイルである com.softwareag.sso.pid.properties は、Software AG_directory/
profiles/profile /configuration/com.softwareag.platform. config.propsloader ディレクトリにありま
す。
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デフォルト設定は、以下のとおりです。

com.softwareag.security.idp.keystore.keyalias=ssos 
com.softwareag.security.idp.SSOassertion.lifeperiod=5 
com.softwareag.security.idp.keystore.type=JKS 
com.softwareag.security.idp.assertion.skew=30 
com.softwareag.security.idp.truststore.location=/common/conf/ 
   platform_truststore.jks 
com.softwareag.security.idp.truststore.password=manage 
com.softwareag.security.idp.keystore.location=/common/conf/keystore.jks 
enabled=false 
com.softwareag.security.idp.keystore.password=manage 
com.softwareag.security.idp.truststore.keyalias=ssos 
com.softwareag.security.idp.assertion.lifeperiod=300 
com.softwareag.security.idp.truststore.type=JKS

トラストストアおよびキーストアの設定
トラストストアファイルおよびキーストアファイルの場所は、インストールディレクトリに対して相対的に
指定する設定が可能です。

com.softwareag.security.idp.keystore.location=/common/conf/keystore.jks 
com.softwareag.security.idp.truststore.location=/common/conf/ 
   platform_truststore.jks

トラストストアファイルおよびキーストアファイル の設定に絶対パスを使⽤するには、以下の 2 つのプロ
パティを設定ファイルに追加します。

com.softwareag.security.idp.keystore.location.isabsolute=true 
com.softwareag.security.idp.truststore.location.isabsolute=true

時間のずれ
SAML アサーションがある物理マシンで発⾏され別のマシンで検証される場合、2 台のマシンがタイムサー
バで同期されていないと検証フェーズは失敗する場合があります。デフォルトでは、SIN は 30 秒の時間
のずれを許容します。

時間のずれに指定される値を変更するには、以下のプロパティを使⽤します。

com.softwareag.security.idp.assertion.skew=n

n は、時間 (秒単位) です。

Ehcache 設定
SIN では、Ehcache を使⽤して、シングルサインオン (SSO) アサーションを複数回使⽤できないように
します。Ehcache での SSO アサーションの破棄までの時間は、デフォルトで 120 秒です。インストール
ディレクトリに相対的な Ehcache 設定ファイルの場所は、SIN 設定ファイルで以下のプロパティを使⽤し
て定義されます。

com.softwareag.security.idp.ehcache.location=/ehcachesin.xml

ehcachesin.xml ファイルの場所に絶対パスを 使⽤するには、以下のプロパティを設定ファイルに追加し
ます。

com.softwareag.security.idp.ehcache.location.isabsolute=true

Ehcache の破棄までの時間 (TTL) の値を変更するには、 以下のプロパティを使⽤します。
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com.softwareag.security.idp.ehcache.ttl=n

n は、時間 (秒単位) です。

サードパーティ ID プロバイダを使⽤するためのシングルサインオンの設定
My webMethods Server を SAML コンシューマとして使⽤し、サードパーティ ID プロバイダ (IDP) を
SAML 認証局として使⽤することにより、IDP によって開始されるシングルサインオン (SSO) を有効にで
きます。

サードパーティ IDP を使⽤して SSO を設定するには、以下の⼿順に従います。

1. 安全な HTTPS ポートを使⽤するように My webMethods Server が設定されていることを確認しま
す。

2. websso.properties ファイルでプロパティを設定します。ファイル内でのプロパティ設定の詳細につ
いては、『284 ページの「websso.properties ファイルでのプロパティの設定」』を参照してくだ
さい。

3. IDP の証明書を My webMethods Server トラストストアにインポートして、信⽤のある IDP ソー
スから受信した有効なメッセージを My webMethods Server が信頼するようにします。JVM の
keytool コマンドを使⽤します。My webMethods Server トラストストアへの認証のインポートの詳
細については、36 ページの「CA 証明書のインポート」を参照してください。

4. My webMethods Server を起動します。

起動時に、My webMethods Server は Software AG_directory\MWS\server
\serverName \config ディレクトリに SPMetadata.xml および IDPMetadata.xml という 2 つのメタ
データファイルを作成します。

5. サービス プロバイダ (My webMethods Server) を外部の ID プロバイダに登録するに
は、Software AG_directory \MWS\server\serverName \config\SPMetadata.xml
ファイルを My webMethods Server から IDP サーバにコピーします。

ID プロバイダは、SPMetdata.xml からの My webMethods Server インスタンスのエンドポイントロ
ケーションを使⽤して、サービスプロバイダとして My webMethods Server を表⽰します。

6. Software AG は、暗号化されたアサーションをデフォルトでサポートしていま
す。Software AG_directory\jvm\operating_system\jre\lib\security フォルダにある以下
のデフォルトの JCE ポリシーファイルを最新の JCE ファイルに置き換えます。

local_policy.jar

US_export_policy.jar

7. My webMethods Server を再起動します。

8. IDP によって開始されるシングルサインオンを確認します。

Mircrosoft ADFS (Active Directory Federation Services) をサードパーティ IDP として使⽤してい
る場合は、「283 ページの「IDP (Mircrosoft ADFS) によって開始されるシングルサインオンの確
認」」を参照してください。

IDP (Mircrosoft ADFS) によって開始されるシングルサインオンの確認
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1. IDP の SSO URL をブラウザに⼊⼒し、有効な IDP クレデンシャルを使⽤してログインします。

2. Mircrosoft ADFS に登録されている My webMethods Server インスタンスを選択します。

IDP はユーザを認証応答と共に My webMethods Server にリダイレクトし、SAML POST バイ
ンドを使⽤して SAML 応答トークンを POST パラメータとして My webMethods Server に送信
します。

My webMethods Server は SAML 応答内の詳細な署名情報に基づいて、SAML 応答を検証しま
す。アサーションの署名は、メタデータファイル内の ID プロバイダの公開キーを使⽤して検証さ
れます。

My webMethods Server は SAML 応答を処理し、トークンに存在する詳細なユーザ情報を検証
しますユーザ ID は My webMethods Server (SP) と IDP の間で合意済みの ID です。ユーザ
ID が My webMethods Server に登録されている場合、My webMethods Server がユーザアク
セスを認証します。

3. ログインクレデンシャルを再⼊⼒せずに My webMethods Server にアクセスできるか確認します。

websso.properties ファイルでのプロパティの設定
websso.properties ファイルで、サードパーティ ID プロバイダ (IDP) を使⽤するシングルサインオンに
必要なプロパティを設定します。

websso.properties ファイルでプロパティを設定するには

1. コマンドラインプロンプトで、次のコマンドを⼊⼒してサーバの bin ディレクトリにアクセスしま
す。
cd Software AG_directory \MWS\bin

2. 次のコマンドを⼊⼒して、My webMethods Server データベースから websso.properties ファイル
を抽出します。
mws.{sh|bat} -s serverName  getconfig websso.properties

3. websso.properties ファイルをテキストエディタで開きます。ファイルは次の場所にあります。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \config\

4. websso.properties ファイルでプロパティを設定します。この各プロパティの詳細について
は、285 ページの「サードパーティ IDP を使⽤するシングルサインオンのプロパティ設定」を参照
してください。

5. 次のコマンドを⼊⼒して、My webMethods Server データベースで websso.properties ファイルを
保存します。
mws.{sh|bat} -s serverName  putconfig websso.properties

6. 次の場所から websso.properties ファイルを削除します。

Software AG_directory\MWS\server\serverName \config\

このファイルを削除しないと、サーバは引き続き websso.properties ファイルのこの場所のローカル
バージョンを使⽤します。

7. My webMethods Server を再起動します。
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サードパーティ IDP を使⽤するシングルサインオンのプロパティ設定
Software AG_directory\MWS\server\serverName \config\websso.properties ファイルで、サード
パーティ IDP を使⽤するシングルサインオンに必要な値を指定します。

次の表に、My webMethods Server のサードパーティ ID プロバイダを使⽤するシングルサインオンの設
定に必要なプロパティを⽰します。

プロパティ 説明

SSO_KEYSTORE SAML2.0 を使⽤する SSO 通信に使⽤されるキースト
ア。

My webMethods Server は、キーストア
を Software AG_directory\MWS\server
\serverName \config\security ディレクトリに保存し
ます。SSO_KEYSTORE の値は、config ディレクトリへの絶
対パスまたは相対パスです。

デフォルトのキーストア localhost.p12 は、config
\security ディレクトリにあります。

SSO_KEYSTORE_PASSWORD キーストアのパスワード。

キーストアのパスワードは、プレーンテキストまたは暗号
化したテキストにできます。パスワードの暗号化の詳細に
ついては、「38 ページの「暗号化パスワードの⽣成」」
を参照してください。

SSO_KEYSTORE_TYPE キーストアタイプ。

JKS または PKCS12 にできます。

SSO_SIGN_ALIAS SAML 応答の署名に使⽤するエイリアス名。

SSO_SIGN_ALIAS_PASSWORD 署名エイリアスのパスワード。

SSO_ENCRYPT_ALIAS SAML 応答の暗号化に使⽤するエイリアス名。

SSO_ENCRYPT_ALIAS_PASSWORD エイリアスの暗号化のパスワード。

SSO_DEFAULT_ALIAS 署名エイリアス (SSO_SIGN_ALIAS) と暗号化エイリアス
(SSO_ENCRYPT_ALIAS) が同じ場合のデフォルトのエイリア
ス名。SSO_DEFAULT_ALIAS の値を指定すると、デフォルト
エイリアスのパスワードはキーストアのパスワードと同じ
であると⾒なされます。

署名エイリアスと暗号化エイリアスを指定す
る場合、デフォルトエイリアスの指定は不要で
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プロパティ 説明

す。SSO_DEFAULT_ALIAS の値を指定すると、以下のプロパ
ティの値セットは無視されます。

SSO_SIGN_ALIAS

SSO_SIGN_ALIAS_PASSWORD

SSO_ENCRYPT_ALIAS

SSO_ENCRYPT_ALIAS_PASSWORD

SSO_IDP_METADATA_URL ID プロバイダのメタデータファイルの URL。

websso.properties ファイルのプロパティ設定の例
SSO_KEYSTORE=config/security/localhost.p12 
SSO_KEYSTORE_PASSWORD={AES}Y5IgMqjfvkgbg7p5VUZztw\=\= 
SSO_KEYSTORE_TYPE=PKCS12 
SSO_SIGN_ALIAS=localhost 
SSO_SIGN_ALIAS_PASSWORD={AES}Y5IgMqjfvkgbg7p5VUZztw\=\= 
SSO_ENCRYPT_ALIAS=localhost 
SSO_ENCRYPT_ALIAS_PASSWORD={AES}Y5IgMqjfvkgbg7p5VUZztw\=\= 
SSO_DEFAULT_ALIAS=localhost 
SSO_IDP_METADATA_URL= 
"http://example.org/metadata.xml"

My webMethods Server キャッシュの設定
[Cache Configuration] ポートレットを使⽤して、My webMethods Server コンポーネントのデフォ
ルトのキャッシュ設定を変更します。[Cache Configuration] ポートレットは、デフォルトではイン
ストールされません。My webMethods Server ポートレットをインストールする⽅法の詳細について
は、277 ページの「ポートレットまたはその他の展開可能なサーバコンポーネントのインストール」を参
照してください。

cache.xml ファイルを使⽤してキャッシュ設定を指定する⽅法については、次を参照してください。
289 ページの「cache.xml ファイルのキャッシュ設定の変更」

個々の OSGi コンポーネントのキャッシュ設定を指定する⽅法については、次を参照してください。
289 ページの「cache.xml ファイルのキャッシュ設定の変更」

My webMethods Server キャッシュを設定するには

1. sysadmin として、[フォルダ] > [管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [設定] >
[Cache Configuration] に移動します。

2. 設定したいキャッシュタイプが最初のページに表⽰されない場合は、[Next] をクリックします。

3. [Cache Max Size] フィールドで、設定するキャッシュタイプの新しいキャッシュの最⼤サイズを⼊⼒
します。

4. オプションで、[Cache Detailed Report] を確認します。
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[Cache Detailed Report] には、各キャッシュエントリについての詳細情報が表⽰されます。キャッ
シュタイプとキャッシュ属性の詳細については、287 ページの「キャッシュタイプおよびキャッシュ
属性」を参照してください。

5. [Apply] をクリックします。

1 つのインスタンスに構成されたキャッシュ設定は、My webMethods Server クラスタ全体に⾃動的
に反映されます。

キャッシュタイプおよびキャッシュ属性

キャッシュタイプ
以下の表に、[Cache Configuration] ポートレットで使⽤可能なキャッシュタイプを⽰します。⼀部の
キャッシュタイプは読み取り専⽤です。

キャッシュ名 説明

AccessCache ユーザのアクセス権を保存するための⾮⼀時的なキャッ
シュ。

AliasCache エイリアスキーを保存するための⾮⼀時的なキャッシュ。

BpmProcessDefinitionCache BPM プロセス定義を保存するための⼀時的なキャッシュ。

BpmProcessInstanceCache BPM プロセスインスタンスを保存するための⼀時的なキャッ
シュ。

ContainerCache xtype コンテナをリフレッシュするための⼀時的なキャッ
シュ。

GroupCache プリンシパルがメンバーになっているグループを保存するた
めの⾮⼀時的なキャッシュ。

InvalidLoginsCache 無効なログイン試⾏データを保存するための⾮⼀時的な
キャッシュ。

JMSTransactionCache JMS トランザクションデータを保存するための⾮⼀時的な
キャッシュ。

PortletTransientData ポートレットで使⽤されるオブジェクトを保存するための⾮
⼀時的なキャッシュ。

PresentationCache レンダリングされた HTML フラグメントを保存するための⾮
⼀時的なキャッシュ。
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キャッシュ名 説明

RoleCache プリンシパルがメンバーになっている役割を保存するための
⾮⼀時的なキャッシュ。

TaskDataCache タスクデータを保存するための⼀時的なキャッシュ。

ThingCache My webMethods Server オブジェクトの ThingID を保存す
るための⼀時的なキャッシュ。

ThingRelationCache ThingID とオブジェクト間の関係を保存するための⼀時的な
キャッシュ。

AliasCache の⼀時的なキャッ
シュ

ユーザのアクセス権を保存するための⼀時的なキャッシュ。

PresentationCache の⼀時的
なキャッシュ

エイリアスキーを保存するための⼀時的なキャッシュ。

キャッシュ属性
以下の表に、[Cache Configuration] ポートレット上のキャッシュタイプの詳細キャッシュレポートで使
⽤できるキャッシュ属性を⽰します。⼀部の属性は、キャッシュタイプ固有のものです。

キャッシュ属性 説明

キャッシュサイズ キャッシュに保存されているアイテムの数

最⼤サイズ キャッシュに保持するアイテムの最⼤数。

有効なエントリ キャッシュに保存されている有効なエントリの数。有効なエ
ントリとは、オブジェクトに解決されるアイテムです。

無効なエントリ キャッシュに保存されている無効なエントリの数。無効なエ
ントリとは、オブジェクトに解決されないアイテムです。

期限切れエントリ 有効期限に達したアイテムの数。

期限付きエントリ 有効期限のあるアイテムの数。

キャッシュヒット数 キャッシュ内に⾒つかったアイテムの数。

キャッシュヒットなし キャッシュ内で⾒つからなかったアイテムの数。
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キャッシュ属性 説明

依存関係の合計数 依存関係のあるキャッシュエントリの合計数。

依存関係を持つエントリ キャッシュの他のアイテムに依存関係を持つエントリの数。

cache.xml ファイルのキャッシュ設定の変更
My webMethods Server のキャッシュタイプの詳細設定を⾏うには、cache.xml ファイルを使⽤しま
す。cache.xml ファイルは、My webMethods Server データベースに格納されています。cache.xml
ファイルに変更を加えると、My webMethods Server クラスタ内のすべてのノードにその変更が適⽤され
ます。

ファイルのローカルコピーは、デフォルトでは Software AG_directory\MWS\server
\serverName \config に保存されています。My webMethods Server インスタンスを設定して、
デフォルト以外の場所に保存されている cache.xml ファイルを使⽤するには、そのインスタンスの
custom_wrapper.conf に次の JVM プロパティを追加します。

-Dcom.webmethods.mws.cachemanager.configfile=path

path  は cache.xml ファイルが含まれるディレクトリへのパスを⽰します。JVM プロパティの設定の詳細
については、71 ページの「My webMethods Server の JVM 設定」を参照してください。

cache.xml ファイルでカスタム設定を指定しない限り、それぞれのキャッシュタイプの OSGi プロパティ
を使⽤したキャッシュ設定が適⽤されます。OSGi プロパティは、各キャッシュタイプのコンポーネント
jar の OSGI-INF/ ディレクトリに保存されています。290 ページの「カスタムプロパティファイルを
使ったキャッシュ設定の変更」で説明されているように、コンポーネントごとに個別のキャッシュ設定を⾏
うこともできます。

cache.xml ファイルのキャッシュ設定を変更するには

1. コマンドラインプロンプトで、サーバの bin ディレクトリに移動します。
Software AG_directory \MWS\bin

2. getconfig コマンドを使⽤して、My webMethods Server データベースから cache.xml ファイルを
取り出します。
mws getconfig cache.xml

3. cache.xml ファイルをテキストエディタで開き、必要に応じてキャッシュ設定を編集します。

cache.xml ファイルのデフォルトのダウンロード場所は、Software AG_directory\MWS\server
\serverName \config です。

4. ファイルを保存して閉じます。

5. 更新したファイルを My webMethods Server データベースに展開するには、次のコマンドを⼊⼒し
ます。
mws putconfig cache.xml

6. serverName \config ディレクトリから cache.xml ファイルのローカルコピーを削除します。
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コピーを削除しないと、このサーバインスタンスがローカルバージョンの設定ファイルで引き続き使⽤
されます。

7. restart コマンドを使⽤して、ノードを再起動します。
mws -s serverName  restart

サーバの再起動後に設定ファイルへの変更が適⽤されます。

カスタムプロパティファイルを使ったキャッシュ設定の変更
.property ファイルを作成し、My webMethods Server がサポートする各キャッシュタイプの OSGi コ
ンポーネントのキャッシュ設定を個別に設定することができます。プロパティファイルに指定された設定
は、単⼀のキャッシュタイプに適⽤され、現在のノード上でのみ適⽤されます。My webMethods Server
の cache.xml ファイルで指定された設定は、.property ファイル内の個別のキャッシュ設定を上書きしま
す。

プロパティファイルを使⽤してキャッシュ設定を変更するには

1. テキストエディタでキャッシュクラスの完全修飾名と同じ名前の .properties ファイルを作成します。

2. 必要なプロパティをキーと値のペアで追加します。各ペアは、引⽤符や区切り⽂字を使⽤せずに、1 ⾏
ずつ指定します。

3. 次の場所にプロパティファイルを保存します。

SoftwareAG_directory\profiles\MWS_instanceName\configuration

\com.softwareag.platform.config.propsloader

例
My webMethods Server のエイリアスキャッシュを設定する場合:

1. com.webmethods.portal.service.cache.impl.AliasCache.properties という名前のファイルを作成し
ます。

2. ファイルに次のエントリを追加して、エイリアスキャッシュの最⼤サイズを1002222 エントリに設定
します: maxSize=1002222

3. com.webmethods.portal.service.cache.impl.AliasCache.properties ファイルを \profiles
\MWS_default\configuration\com.softwareag.platform.config.propsloader ディレクトリに保存しま
す。

役割キャッシュライフサイクルまたはグループキャッシュライフサイクル計算の設
定
デフォルトでは、ユーザの役割キャッシュまたはグループキャッシュは、ユーザログインごとに再計算され
ます。⻑時間かかるユーザ検索またはグループ検索が計算に含まれていると、My webMethods Server お
よび接続先の LDAP サーバでパフォーマンスが低下します。cache.xml ファイルの設定オプションを使⽤
して、役割キャッシュまたはグループキャッシュをユーザログイン間で継続するようにすると、パフォーマ
ンスが⼤幅に向上できます。

ユーザログイン時に役割が計算されなくなるため、この最適化によって動的役割の機能が変更されます。デ
フォルト設定では、役割はユーザログイン時に計算され、ユーザはその時点で役割変更を取得または喪失し
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ます。新しい設定では、動的クエリー役割によって結果が変更された場合、ユーザはその変更を即時には取
得しません。ただし、システム管理者が⾏う役割変更は認識されます。このモードでは、静的役割は新しい
設定で正しく機能します。動的役割については、管理者が役割のメンバーシップの変更または詳細の追加を
⾏うか、さまざまなキャッシュがタイムアウトするまで、適切な変更は戻されません。

最適化では、グループ定義がMy webMethods Server によって制御されないため、キャッシュエントリが
タイムアウトするかシステム再起動が発⽣するまで、グループキャッシュは更新されません。ユーザがグ
ループメンバーシップを頻繁に変更する場合、グループキャッシュの最適化は適切でないことがあります。
ログイン時に役割キャッシュまたはグループキャッシュの再計算を実⾏するかどうかの選択には、パフォー
マンスと機能との兼ね合いを考慮します。

My webMethods Server の cache.xml ファイルの編集の詳細については、次を参照してください。
289 ページの「cache.xml ファイルのキャッシュ設定の変更」

役割キャッシュライフサイクルまたはグループキャッシュライフサイクル計算を設定するには

1. My webMethods Server データベースから cache.xml ファイルを取得します。

2. cache.xml ファイルをテキストエディタで開き、キャッシュを探します。

役割キャッシュ:

<cache name="RoleCache" 
class="com.webmethods.portal.service.cache.impl.RoleCache" 
    maxSize="1000" 
    defaultCacheTimeout="3600000" 
    roleCacheLifecycle="0" 
    isClustered="true" 
    ID="11" 
    enabled="true"/>

グループキャッシュ:

<cache name="GroupCache" 
class="com.webmethods.portal.service.cache.impl.GroupCache" 
    maxSize="1000" 
    defaultCacheTimeout="3600000" 
    groupCacheLifecycle="0" 
    isClustered="true" 
    ID="19" 
    enabled="true"/>

3. roleCacheLifecycle または groupCacheLifecycle の値を必要に応じて変更します。

値 アクション

0 (デフォルト) ユーザログイン時にキャッシュを再計算します。

1 ユーザログイン間でキャッシュを継続させます。

4. cache.xml ファイルを保存して閉じます。

5. 変更したファイルを My webMethods Server データベースに展開し、ファイルのローカルコピーを
削除します。
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6. My webMethods Server ノードを再起動します。

システム情報の表⽰
[システム情報] ページでは、サーバの現在の状態についての豊富な情報を提供します。各パネルを開いた
ときに、このページにより動的に情報が収集されます。

サーバの現在の状態に関するシステム情報を表⽰するには

システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [分析] > [システ
ム情報]

[システム情報] ページのパネル
[システム情報] ページには 5 つのパネルがあります。パネルをクリックして前⾯に表⽰すると、ページで
は表⽰するデータが動的に収集されます。

パネルと⾒出し 説明

[要求/応答] ユーザの Web 要求から収集された情報

[要求情報] 要求されたパスを説明する標準的な cgi-bin パラメータ

[要求ヘッダー] 受信 HTTP ヘッダー

[要求パラメータ] URL の受信 HTTP パラメータ

[要求属性] 現在の要求に格納されている属性 (オブジェクト)

[応答情報] 要求から収集されたエンコーディングやロケールなどのその他の情報

[セッションのその他の情
報]

ユーザセッション情報

[セッション属性] ユーザのセッションに格納されている属性 (オブジェクト)

[ロケール情報] ユーザの現在のロケール

[プレゼンテーションデータ] このユーザの要求のレンダリングに使⽤されるさまざまな情報

[セッション属性] このユーザに関連付けられたポートレットコントローラセッションオ
ブジェクト
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パネルと⾒出し 説明

[要求属性] このユーザの要求に関連付けられたポートレットコントローラ要求オ
ブジェクト

[アプリケーション属性] サーバ全体 (全ユーザ間) で共有される情報

[システム情報] クラスパス、パスなどの環境変数

[サーバ情報] 現在のフロントエンドサーバに関する情報

[コンテキスト情報] サーブレットオブジェクト情報
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My webMethods Server コンテンツの移⾏
[コンテンツマイグレーションウィザード] ページでは、あるサーバインスタンスから別のインスタンス (開
発環境からステージング、実稼動環境など) にサーバコンテンツを移⾏できます。

このページを使⽤して、ドキュメント、フォルダ、外部リンク、内部リンク (エイリアスを使⽤)、ページ
(レイアウトを含む)、ポートレット、DBO (Dynamic Business Objects)、権限、サブスクリプション、
ポートレットワイヤリングプロパティといったタイプのサーバコンテンツを移⾏できます。

コンテンツ移⾏の考慮事項
コンテンツ移⾏では、ソースのサーバインスタンスからコンテンツをエクスポートし、次にターゲットの
サーバインスタンスにコンテンツをインポートするという 2 段階のアクティビティを実⾏します。これら
の処理を実⾏する前に、次の点を考慮する必要があります。

ポートレットと DBO の移⾏: 開発サーバでポートレットを開発またはインストールし、そのポートレッ
トのインスタンスを含むページを移⾏する場合は、これらをターゲットサーバに展開してから、開発
サーバインスタンスで開発またはインストールされたページやポートレットのパブリッシュ済みインス
タンスを移⾏する必要があります。

パブリッシュされたコンテンツの移⾏: コンテンツ管理システムにパブリッシュされたコンテンツは、ある
サーバインスタンスから別のインスタンスに移⾏できます。開発環境を使⽤して、コンテンツ管理シス
テムにパブリッシュされるアイテムの権限を設定している場合は、権限も移⾏するオプションがありま
す。

リンクの移⾏: あるページから別のページへのリンクなど、他のオブジェクトを参照している内部リンク
を適切に移⾏するには、ベース URL を使⽤する代わりにこれらのリンクのエイリアスを作成します。

たとえば、既存のページ、ここでは次の URL を初期 URL として持つ販売ページへのリンクをパブ
リッシュするとします。

http://server /meta/default/folder/0000002132

この場合は、この URL を指すエイリアスを作成しますが、次のようにわかりやすい URL にします。

http://server /Sales

権限とサブスクリプションの移⾏: ソースからターゲットのサーバインスタンスに権限とサブスクリプショ
ンを適切に移⾏するには、必ず両⽅のサーバが同じディレクトリサービスを指すようにします。

コンテンツ記憶領域の管理
システム管理者は、[コンテンツサービス] ページを使⽤して、サーバにパブリッシュするコンテンツに使
⽤できる保存場所を管理します。パブリッシュされたコンテンツは、コンテンツサービスで設定された場
所に物理的に格納されます。通常、コンテンツは、バックアップの⽬的、および My webMethods Server
クラスタにおけるフェイルオーバー機能や⾼可⽤性を提供する⽬的で別のファイルサーバに格納されます。

My webMethods Server は、次のような場合に、コンテンツサービス (システムまたはネットワーク) に
ファイルのバイナリコンテンツを保存します。

サーバにファイルをパブリッシュする場合
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ファイルを更新する場合

バージョン管理されているファイルの新規バージョンをチェックインする場合

ファイルオブジェクトが My webMethods Server に存在する間は、バイナリコンテンツがコンテンツ
サービスに物理的に格納されます。My webMethods Server 上の対応するファイルオブジェクトを削除す
ると、バイナリコンテンツに削除のマークが付けられますが、実際のファイルは、定期的にスケジュールさ
れる消去期間まで削除されません。通常、My webMethods Server はサーバ時刻の午前 2 時に、削除さ
れたオブジェクトを消去します。

新しいデフォルトコンテンツサービスを設定すると、すべての新規コンテンツはそのサービスに格納されま
すが、既存のサービスに格納されているコンテンツは引き続きそのサービスを使⽤してアクセスされます。

コンテンツサービス
デフォルトのシステムコンテンツサービスは、ファイルを My webMethods Server データベースに保存
します。システムコンテンツサービスの設定を変更することはできません。

My webMethods Server のユーザが⼤きなファイル (1 MB 以上) や数多くのファイルを保存する場合、
このようなファイルの保存⽤としてはシステムコンテンツサービスが適切ではない可能性があります。こ
のような場合は、より⼤きな容量を提供できるネットワークコンテンツサービスを設定する必要がありま
す。My webMethods Server では、ファイルシステムを使⽤したネットワークファイル記憶領域がサポー
トされています。

Windows におけるファイルシステムコンテンツサービスでは、UNC (Uniform Naming Convention) パ
スを使⽤して、ネットワークファイルストレージデバイスに接続します。UNIX では、ネットワークファイ
ル記憶領域はローカルリソースとしてマウントされる必要があります。クラスタの⾼可⽤性をサポートする
ために、ネットワークファイルストレージデバイスではフェイルオーバーサポートが提供されている必要が
あります。

ネットワークコンテンツサービスの設定の詳細については、297 ページの「新規コンテンツサービスの設
定」を参照してください。

新規コンテンツサービスの設定
サーバリポジトリの新規コンテンツサービスを設定するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [コンテンツ] >
[コンテンツサービス] > [新規コンテンツサービスの作成]

2. [サービス名] フィールドに、新規コンテンツサービスの名前を⼊⼒し、[次へ] をクリックします。

サービス名は 1〜255 ⽂字の ASCII 英数字で指定します。空⽩を含めることはできません。

3. コンテンツサービスの物理的な保存場所を⼊⼒します。

Windows では、有効な UNC パスを使⽤します。パスは⼤⽂字と⼩⽂字が区別されません。次に例を
⽰します。

\\server \volume \directory \

UNIX では、マウントされたネットワーク記憶領域の場所のパスを使⽤します。次に例を⽰します。

/mounted_location /folder
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メモ: このパスの例では、ネットワーク管理者が適切なセキュリティ設定を提供しており、クラスタ内
のすべてのサーバからネットワークファイルシステムに読み取りおよび書き込みアクセスを実⾏でき
ることを想定しています。My webMethods Server が Windows サービスとして実⾏されている場
合は、サービスを実⾏するユーザアカウントが、ネットワークファイルシステムへの適切なアクセス
特権を持っていることを確認してください。

4. [サブミット] をクリックします。

5. オプションで、新規コンテンツサービスをデフォルトのコンテンツサービスにするには、  をクリッ
クし、[デフォルトに設定] を選択します。

コンテンツサービスからのコンテンツのインポート
既存のコンテンツサービスからコンテンツをインポートするには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [コンテンツ] >
[コンテンツサービス] > [コンテンツサービスの表⽰]

2. 既存のコンテンツサービスのコンテンツ移⾏先となるコンテンツサービスを⾒つけて  をクリック
し、[コンテンツのインポート] を選択します。

3. [ターゲットフォルダ] プロパティに対して、以下のいずれかを⾏います。

[参照] をクリックし、ターゲットのページを [選択された項⽬] ボックスに移動して、[選択] をク
リックします。

[エイリアスを使⽤] をクリックし、[エイリアス名] フィールドでユーザをリダイレクトする先の
ページのエイリアスを⼊⼒します。[テスト] をクリックして、そのエイリアスが有効で、エイリア
スターゲットが正しいものであるかどうかを確認します。エイリアスが正しければ、[選択] をク
リックします。

4. [インポート] をクリックします。

コンテンツの最⼤サイズの設定
サーバリポジトリにパブリッシュされるコンテンツの最⼤ファイルサイズを設定するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [コンテンツ] >
[コンテンツサービス] > [パブリッシュの制約事項の設定]

2. [最⼤パブリッシュサイズ (MB)] フィールドに、最⼤パブリッシュサイズを⼊⼒します (MB 単位)。

3. [適⽤] をクリックします。

コンテンツとして許可されるファイル拡張⼦の指定
デフォルトでは、サーバリポジトリに保存できるファイルタイプに制限はありません。ただし、保存できる
ファイルタイプを制限することができます。
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コンテンツとして許可されるファイル拡張⼦を指定するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [コンテンツ] >
[コンテンツサービス] > [パブリッシュの制約事項の設定]

2. [許可されるファイル拡張⼦] フィールドで、許可されるファイル拡張⼦をカンマで区切って指定します。

デフォルト値の * では、あらゆるファイルタイプが使⽤可能になります。許可されるファイル拡張⼦
を指定する場合は、次のようになります。

zip,doc,xsl,ppt,pdf,gif,jpg,png

3. [適⽤] をクリックします。

管理者としてポートレットをパブリッシュ
[パブリッシュ] ページは、通常のユーザには⼀般に公開されない拡張パブリッシュ機能を、システム管
理者に提供します。[パブリッシュ] ページでは、管理者が、ファイル、フォルダ、フォーム、リンク、
および特定のポートレットインスタンスなどのさまざまなタイプのコンテンツをパブリッシュできま
す。Dynamic Business Object やカスタムフォームなどのカスタムコンテンツタイプも、このページから
パブリッシュできます。

[パブリッシュ] ページを使⽤してコンテンツをパブリッシュするには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [コンテンツ] > [パブリッシュ]

2. パブリッシュするコンテンツタイプに対応するオプションを選択します。デフォルトのオプションは、
[ファイル]、[フォルダ]、[フォーム] (DBO のみ)、[リンク] および [ポートレット] です。

3. 特定のコンテンツタイプについて、ドロップダウンメニューからオプションの 1 つを選択します。

メモ: 以前に、特定のコンテンツタイプに基づくカスタムオブジェクトを作成してある場合は、これ
らのオブジェクトがそのコンテンツタイプのドロップダウンメニューのオプションとして表⽰されま
す。たとえば、[フォルダ] コンテンツタイプの下の [RSS フィード] オプションは DBO です。これ
は、フォルダオブジェクトタイプに RSS ニュースフィードをパブリッシュするためのカスタム属性と
ビジネスロジックを利⽤して [フォルダ] オブジェクトタイプを拡張するために作成されました。

4. [進む] をクリックします。

5. [場所] ⾒出しから、[参照] をクリックして、パブリッシュするコンテンツアイテムの親フォルダ位置
を選択します。

メモ: 既存のエイリアスで参照されている場所にコンテンツアイテムをパブリッシュする場合は、[エイ
リアスを使⽤] をクリックします。

6. [進む] をクリックします。

7. パブリッシュするコンテンツアイテムの名前を⼊⼒します。

8. パブリッシュするコンテンツアイテムの説明を⼊⼒します (オプション)。

9. パブリッシュするコンテンツのタイプに応じて、特定のコンテンツタイプの [拡張] プロパティに⼊⼒
します ([RSS フィード] コンテンツアイテムの場合は [RSS フィード URL] など)。
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10.[進む] をクリックします。

11.[Finish] をクリックします。

検索インデックスの再構築
システム管理者は [検索管理] ページを使⽤して、My webMethods Server で提供される Lucene 検索エ
ンジンの検索インデックスを再構築できます。

検索インデックスの再構築では、サーバにパブリッシュされたすべてのコンテンツのインデックスが再作成
され、デフォルトの検索インデックスが再び更新されます。システム管理者は、検索インデックスがなんら
かの理由で破損し、検索が機能しなくなった場合に、この操作を⾏う必要があります。

ヒント: サーバに、コンテンツ管理システムにパブリッシュされたコンテンツが多数存在する場合、この操
作の実⾏には⻑時間かかることがあります。この操作は、ピーク外の時間帯に実⾏してください。

検索インデックスを再同期するには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [設定] > [検索管理]

2. [再構築の開始] をクリックします。

カスタム JAR ファイルの追加
My webMethods Server は、Open Services Gateway initiative (OSGi) フレームワークで実⾏されま
す。サーバインスタンスにカスタム JAR ファイルを追加することができ、この場合、これらの JAR ファイ
ルは、サーバインスタンスによって OSGi バンドルに変換されます。JAR ファイルを別のバンドルのフラ
グメントにする場合は、バインドファイルで指⽰を指定できます。

以下の⼿順は、カスタム JAR ファイルを追加する⽅法および JAR ファイルをフラグメントバンドル
として添付する⽅法を⽰しています。バンドルの詳細については、『OSGi Service Platform Core
Specification』を参照してください。

カスタム JAR ファイルを追加するには

1. JAR ファイルを以下の場所にコピーします。

Software AG_directory/MWS/lib

2. JAR ファイルを別のバンドルのフラグメントにする場合は、以下の⼿順に従います。

a. jar_file_name .bnd という名前でファイルを作成します。jar_file_name  は、.jar 拡張⼦を
除いたカスタム JAR ファイルの名前です。

b. バインドファイルで、JAR ファイルのバインド⽅法に関する指⽰を追加します。次に例を⽰しま
す。
# attach as fragment to the caf.server bundle 
Fragment-Host: com.webmethods.caf.server

c. JAR ファイルを配置した同じディレクトリにバインドファイルを配置します。

Software AG_directory/MWS/lib
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3. サーバインスタンスに対して update コマンドを実⾏します。
Software AG_directory /MWS/bin/mws.[bat | sh] update
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ロケール管理
My webMethods Server には、いくつかの決定ポイントがあり、ユーザのロケールは次の順序で決定され
ます。

1. ユーザのロケール設定。[ユーザプロファイル] に指定されている場合。詳細については、122 ページ
の「ユーザ情報」を参照してください。

2. ロケールルール。詳細については、次のセクションを参照してください。 305 ページの「ロケール
ルールの作成」

3. ブラウザのロケール設定。

4. サーバが稼働しているコンピュータのシステムロケール。これがデフォルトです。

他のルールで定義されていない場合は、My webMethods Serverの⼿順に従って、[ロケール管理] ページ
を使⽤して、305 ページの「ロケールルールの作成」 のデフォルトのロケールルールを設定できます。

メモ: Linux 環境で My webMethods Server をデーモンサービスとして実⾏する場合
は、Software AG_directory/profiles/MWS_instanceName /bin/sagmws_version  スクリプトファイ
ルで、LANG 変数でロケールを設定します (例: export LANG=es_ES.UTF-8)。

My webMethods Server のデフォルトのロケールルールを設定するには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [ユーザインタフェース] > [ロケール管理]

2. [ロケール] リストで、My webMethods Server のデフォルトルールとして使⽤するロケールを選択し
ます。

3. [適⽤] をクリックします。

サーバルールとは
My webMethods Server では、ユーザがどのページを使⽤してサーバにログインするか、またはページが
どのような外観でユーザに提⽰されるかなど、ユーザのさまざまな活動を制御するためのルールが使⽤され
ています。ルールを使⽤すれば、アプリケーション全体のデフォルトの動作を定義したり、特定のユーザ、
グループ、あるいは役割の環境を動的に制御することができます。

次の表は、My webMethods でユーザが作成可能なルールのタイプを⽰しています。

ルールのタイプ 説明

ロケールルール ユーザプロファイルで定義されていない場合に、ユーザセッションで使
⽤されるロケールを指⽰するためのルール。ロケールルールの作成の詳細
については、305 ページの「ロケールルールの作成」を参照してくださ
い。

ログインページルー
ル

使⽤するログインページを決定するルール。たとえば、ユーザがファイア
ウォールの内側にいるか外側にいるかに応じて、それらのユーザを異なる
ログインページにリダイレクトできます。ログインページルールの作成の
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ルールのタイプ 説明

詳細については、307 ページの「ログインページルールの作成」を参照
してください。

スタートページルー
ル

使⽤するスタートページを決定するルール。スタートページとは、ユー
ザがログイン後にサーバによりリダイレクトされるページです。スタート
ページルールの作成の詳細については、309 ページの「スタートページ
ルールの作成」を参照してください。

レンダリングルール 使⽤するレンダラを決定するルール。レンダラは、ユーザインタフェース
書式設定機能で、レンダリングルールを定義することによって、特定の
サーバオブジェクトに割り当てることができます。事実上すべてのサー
バオブジェクトタイプに対して、レンダリングルールを定義できます。
レンダリングルールは、明⽰的なルール定義を通じて呼び出すことので
きる⼀般的なオブジェクトタイプに、⼀貫したルックアンドフィールを
提供するのに役⽴ちます。レンダリングルールの作成の詳細について
は、310 ページの「レンダリングルールの作成」を参照してください。

スキンルール 使⽤するスキンを決定するルール。スキンとは、ユーザインタフェースの
ルックアンドフィールを定義する、インストール可能なMy webMethods
Server コンポーネントです。スキンルールは、特定のユーザ、グルー
プ、またはサーバリソースに対してどのスキンを表⽰するかを定義しま
す。たとえば、1 つのサーバで従業員と顧客の両⽅を処理し、各種のユー
ザに対して異なるグラフィック、⾊、およびフォントのセットの要件が
ある場合に、スキンルールを定義して、特定のユーザグループに対応する
スキンを割り当てることができます。スキンルールの作成の詳細について
は、315 ページの「スキンルールの作成」を参照してください。

シェルルール 使⽤するシェルを決定するルール。シェルとは、My webMethods
Serverヘッダー、フッター、およびポートレットのタイトルバーを⽣成
するインストール可能なコンポーネントです。シェルルールは、特定の
ユーザ、グループ、または役割に対してどのシェルエレメントを表⽰す
るかを定義します。たとえば、1 つのサーバで従業員と顧客の両⽅を処理
する場合、シェルルールを使⽤して特定のユーザグループに、対応する
シェルを割り当てることができます。シェルルールの作成の詳細について
は、317 ページの「シェルルールの作成」を参照してください。

さらに、役割 (ユーザ、グループ、およびその他の役割の集合) を作成するためのルールを使⽤できます。
ルールタイプに使⽤される条件と同じタイプの条件に基づいてメンバーを定義する、ルールベースの役割を
作成できます。詳細については、156 ページの「ルールベース役割の追加」を参照してください。

ロケールルールの作成
ユーザプロファイルで定義されていない場合は、[ロケールルールの管理] ページを使⽤して、ユーザセッ
ションで使⽤されるロケールを指⽰できます。
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新規ロケールルールを作成するには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [ユーザインタフェース] > [ロケールルール
の管理] > [新規ルールの作成]

2. [名前] フィールドに、ルールの名前を⼊⼒します。

3. [説明] フィールドに、新規ルールの説明を⼊⼒します (オプション)。

4. 作成中にルールを無効にしない場合は、[有効] を選択したままにします。

5. 個々のユーザ単位で条件を追加するには、[現在のユーザ] をクリックして、以下の⼿順に従います。

a. [キーワード] フィールドで、検索するユーザを表すキーワードを⼊⼒し、[検索] をクリックしま
す。

b. 1 つ以上のユーザを [選択済み] ボックスに移動し、[適⽤] をクリックします。

6. グループまたは役割のメンバーシップに基づいて条件を追加するには、[グループ/役割メンバーシップ]
をクリックして、以下の⼿順に従います。

a. [検索対象] で、[グループ]、または [役割] オプションを選択します。

b. [キーワード] フィールドで、検索するグループまたは役割を表すキーワードを⼊⼒し、[検索] をク
リックします。

c. 1 つ以上のグループまたは役割を [選択済み] ボックスに移動し、[適⽤] をクリックします。

7. ユーザ属性に基づいて条件を追加するには、[ユーザ属性の選択] リストの [ユーザ属性] をクリックし、
ユーザ属性を選択して、[適⽤] をクリックします。

このリスト内のユーザ属性の詳細については、122 ページの「ユーザ情報」を参照してください。

8. グローバルセッション属性に基づいて条件を追加するには、[グローバルセッション] をクリックして、以
下の⼿順に従います。

a. [グローバルセッションの属性名] フィールドで、グローバルセッション属性の名前を⼊⼒します。

b. [変数値] フィールドで、グローバルセッション属性の値を⼊⼒します。

c. [適⽤] をクリックします。

9. 要求ヘッダーに基づいて条件を追加するには、[要求] をクリックして、以下の⼿順に従います。

a. 式を選択して、[サブミット] をクリックします。

b. [条件] フィールドで、式を完成します。

たとえば、任意の HTTP GET 要求を⼀致させるとします。[条件] フィールドにはウィザードによって
#{request.method} が表⽰されます。残りの情報はユーザが⼊⼒します。

#{request.method} == "GET"

10.現在のリソースまたは現在のリソースの親を照合する条件を追加するには、[親リソース] をクリックし
て、以下の⼿順に従います。

a. リソースの⼦を検索するには、リソースの名前をクリックします。

b. リソースを選択するには、リソースの左にあるオプションボタンをクリックします。

c. [適⽤] をクリックします。
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11.現在のリソースタイプを照合する条件を追加するには、[現在のリソースタイプ] をクリックし、リソース
タイプを選択して、以下の⼿順に従います。

a. リソースの⼦を検索するには、リソースの名前をクリックします。

b. リソースを選択するには、リソースの左にあるオプションボタンをクリックします。

c. [適⽤] をクリックします。

12.リソースプロパティおよびその値に関する条件を追加するには、[リソースプロパティ] をクリックして、
以下の⼿順に従います。

a. [プロパティ名] フィールドに、プロパティ名を⼊⼒します。

b. [プロパティ値] フィールドに、プロパティの値を⼊⼒します。

c. [適⽤] をクリックします。

たとえば、PDF 形式のファイルを⼀致させたい場合、プロパティ名は mimeType、プロパティ値は pdf
になります。

13.[結果] リストで、ルールで使⽤するロケールを選択します。

14.[ルールの作成] をクリックします。

ログインページルールの作成
[ログインページルールの管理] ページでは、どのログインページを使⽤するかを指⽰するルールを定義で
きます。ログインページルールを定義して、特定のユーザ、グループ、または役割のデフォルトのログイン
ページを動的に設定できます。

新規ログインページルールを作成するには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [ユーザインタフェース] > [ログインページ
ルールの管理] > [新規ルールの作成]

2. [名前] フィールドに、ルールの名前を⼊⼒します。

3. [説明] フィールドに、新規ルールの説明を⼊⼒します (オプション)。

4. 作成中にルールを無効にしない場合は、[有効] を選択したままにします。

5. 個々のユーザ単位で条件を追加するには、[現在のユーザ] をクリックして、以下の⼿順に従います。

a. [キーワード] フィールドで、検索するユーザを表すキーワードを⼊⼒し、[検索] をクリックしま
す。

b. 1 つ以上のユーザを [選択済み] ボックスに移動し、[適⽤] をクリックします。

6. グループまたは役割のメンバーシップに基づいて条件を追加するには、[グループ/役割メンバーシップ]
をクリックして、以下の⼿順に従います。

a. [検索対象] で、[グループ]、または [役割] オプションを選択します。

b. [キーワード] フィールドで、検索するグループまたは役割を表すキーワードを⼊⼒し、[検索] をク
リックします。

c. 1 つ以上のグループまたは役割を [選択済み] ボックスに移動し、[適⽤] をクリックします。
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7. ユーザ属性に基づいて条件を追加するには、[ユーザ属性の選択] リストの [ユーザ属性] をクリックし、
ユーザ属性を選択して、[適⽤] をクリックします。

このリスト内のユーザ属性の詳細については、122 ページの「ユーザ情報」を参照してください。

8. グローバルセッション属性に基づいて条件を追加するには、[グローバルセッション] をクリックして、以
下の⼿順に従います。

a. [グローバルセッションの属性名] フィールドで、グローバルセッション属性の名前を⼊⼒します。

b. [変数値] フィールドで、グローバルセッション属性の値を⼊⼒します。

c. [適⽤] をクリックします。

9. 要求ヘッダーに基づいて条件を追加するには、[要求] をクリックして、以下の⼿順に従います。

a. 式を選択して、[サブミット] をクリックします。

b. [条件] フィールドで、式を完成します。

たとえば、任意の HTTP GET 要求を⼀致させるとします。[条件] フィールドにはウィザードによって
#{request.method} が表⽰されます。残りの情報はユーザが⼊⼒します。

#{request.method} == "GET"

10.現在のリソースまたは現在のリソースの親を照合する条件を追加するには、[親リソース] をクリックし
て、以下の⼿順に従います。

a. リソースの⼦を検索するには、リソースの名前をクリックします。

b. リソースを選択するには、リソースの左にあるオプションボタンをクリックします。

c. [適⽤] をクリックします。

11.現在のリソースタイプを照合する条件を追加するには、[現在のリソースタイプ] をクリックし、リソース
タイプを選択して、以下の⼿順に従います。

a. リソースの⼦を検索するには、リソースの名前をクリックします。

b. リソースを選択するには、リソースの左にあるオプションボタンをクリックします。

c. [適⽤] をクリックします。

12.リソースプロパティおよびその値に関する条件を追加するには、[リソースプロパティ] をクリックして、
以下の⼿順に従います。

a. [プロパティ名] フィールドに、プロパティ名を⼊⼒します。

b. [プロパティ値] フィールドに、プロパティの値を⼊⼒します。

c. [適⽤] をクリックします。

たとえば、PDF 形式のファイルを⼀致させたい場合、プロパティ名は mimeType、プロパティ値は pdf
になります。

13.[結果] フィールドで、ログインページのエイリアスを⼊⼒するか、[選択] をクリックしてページを参
照して、以下の⼿順に従います。

a. リソースの⼦を検索するには、リソースの名前をクリックします。

b. リソースを選択するには、リソースの左にあるオプションボタンをクリックします。

c. [適⽤] をクリックします。
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14.[ルールの作成] をクリックします。

スタートページルールの作成
[スタートページルールの管理] ページでは、システム管理者が、どのスタートページを使⽤するかを指⽰
するルールを定義できます。スタートページとは、ユーザがログイン後にサーバによりリダイレクトされ
るページです。スタートページルールを定義して、特定のユーザ、グループ、または役割のデフォルトのス
タートページを動的に設定できます。

新規スタートページルールを作成するには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [ユーザインタフェース] > [スタートページ
ルールの管理] > [新規ルールの作成]

2. [名前] フィールドに、ルールの名前を⼊⼒します。

3. [説明] フィールドに、新規ルールの説明を⼊⼒します (オプション)。

4. 作成中にルールを無効にしない場合は、[有効] を選択したままにします。

5. 個々のユーザ単位で条件を追加するには、[現在のユーザ] をクリックして、以下の⼿順に従います。

a. [キーワード] フィールドで、検索するユーザを表すキーワードを⼊⼒し、[検索] をクリックしま
す。

b. 1 つ以上のユーザを [選択済み] ボックスに移動し、[適⽤] をクリックします。

6. グループまたは役割のメンバーシップに基づいて条件を追加するには、[グループ/役割メンバーシップ]
をクリックして、以下の⼿順に従います。

a. [検索対象] で、[グループ]、または [役割] オプションを選択します。

b. [キーワード] フィールドで、検索するグループまたは役割を表すキーワードを⼊⼒し、[検索] をク
リックします。

c. 1 つ以上のグループまたは役割を [選択済み] ボックスに移動し、[適⽤] をクリックします。

7. ユーザ属性に基づいて条件を追加するには、[ユーザ属性の選択] リストの [ユーザ属性] をクリックし、
ユーザ属性を選択して、[適⽤] をクリックします。

このリスト内のユーザ属性の詳細については、122 ページの「ユーザ情報」を参照してください。

8. グローバルセッション属性に基づいて条件を追加するには、[グローバルセッション] をクリックして、以
下の⼿順に従います。

a. [グローバルセッションの属性名] フィールドで、グローバルセッション属性の名前を⼊⼒します。

b. [変数値] フィールドで、グローバルセッション属性の値を⼊⼒します。

c. [適⽤] をクリックします。

9. 要求ヘッダーに基づいて条件を追加するには、[要求] をクリックして、以下の⼿順に従います。

a. 式を選択して、[サブミット] をクリックします。

b. [条件] フィールドで、式を完成します。
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たとえば、任意の HTTP GET 要求を⼀致させるとします。[条件] フィールドにはウィザードによって
#{request.method} が表⽰されます。残りの情報はユーザが⼊⼒します。

#{request.method} == "GET"

10.現在のリソースまたは現在のリソースの親を照合する条件を追加するには、[親リソース] をクリックし
て、以下の⼿順に従います。

a. リソースの⼦を検索するには、リソースの名前をクリックします。

b. リソースを選択するには、リソースの左にあるオプションボタンをクリックします。

c. [適⽤] をクリックします。

11.現在のリソースタイプを照合する条件を追加するには、[現在のリソースタイプ] をクリックし、リソース
タイプを選択して、以下の⼿順に従います。

a. リソースの⼦を検索するには、リソースの名前をクリックします。

b. リソースを選択するには、リソースの左にあるオプションボタンをクリックします。

c. [適⽤] をクリックします。

12.リソースプロパティおよびその値に関する条件を追加するには、[リソースプロパティ] をクリックして、
以下の⼿順に従います。

a. [プロパティ名] フィールドに、プロパティ名を⼊⼒します。

b. [プロパティ値] フィールドに、プロパティの値を⼊⼒します。

c. [適⽤] をクリックします。

たとえば、PDF 形式のファイルを⼀致させたい場合、プロパティ名は mimeType、プロパティ値は pdf
になります。

13.[結果] フィールドで、スタートページのエイリアスを⼊⼒するか、[選択] をクリックしてページを参
照して、以下の⼿順に従います。

a. リソースの⼦を検索するには、リソースの名前をクリックします。

b. リソースを選択するには、リソースの左にあるオプションボタンをクリックします。

c. [適⽤] をクリックします。

14.[ルールの作成] をクリックします。

レンダリングルールの作成
[レンダリングルールの管理] ページでは、システム管理者が、フォルダ、ページ、ポートレットなどの特
定のサーバオブジェクトのレンダリングルールを設定できます。たとえば、すべてのフォルダでコンテンツ
の詳細ビューを表⽰する必要のある管理者は、すべてのフォルダオブジェクトに「details」レンダラを適
⽤するレンダリングルールを作成できます。以下の⼿順で適⽤可能な各条件タイプでは、複数のインスタン
スを、⼀度に 1 つずつ追加できます。

新規レンダリングルールを作成するには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [ユーザインタフェース] > [レンダリング
ルールの管理] > [新規ルールの作成]
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2. [名前] フィールドに、ルールの名前を⼊⼒します。

例: folder-thumbnail view (イメージファイルの場合)

3. [説明] フィールドに、新規ルールの説明を⼊⼒します (オプション)。

4. 作成中にルールを無効にしない場合は、[有効] を選択したままにします。

5. 個々のユーザ単位で条件を追加するには、[現在のユーザ] をクリックして、以下の⼿順に従います。

a. [キーワード] フィールドで、検索するユーザを表すキーワードを⼊⼒し、[検索] をクリックしま
す。

b. 1 つ以上のユーザを [選択済み] ボックスに移動し、[適⽤] をクリックします。

6. グループまたは役割のメンバーシップに基づいて条件を追加するには、[グループ/役割メンバーシップ]
をクリックして、以下の⼿順に従います。

a. [検索対象] で、[グループ]、または [役割] オプションを選択します。

b. [キーワード] フィールドで、検索するグループまたは役割を表すキーワードを⼊⼒し、[検索] をク
リックします。

c. 1 つ以上のグループまたは役割を [選択済み] ボックスに移動し、[適⽤] をクリックします。

7. ユーザ属性に基づいて条件を追加するには、[ユーザ属性の選択] リストの [ユーザ属性] をクリックし、
ユーザ属性を選択して、[適⽤] をクリックします。

このリスト内のユーザ属性の詳細については、122 ページの「ユーザ情報」を参照してください。

8. グローバルセッション属性に基づいて条件を追加するには、[グローバルセッション] をクリックして、以
下の⼿順に従います。

a. [グローバルセッションの属性名] フィールドで、グローバルセッション属性の名前を⼊⼒します。

b. [変数値] フィールドで、グローバルセッション属性の値を⼊⼒します。

c. [適⽤] をクリックします。

9. 要求ヘッダーに基づいて条件を追加するには、[要求] をクリックして、以下の⼿順に従います。

a. 式を選択して、[サブミット] をクリックします。

b. [条件] フィールドで、式を完成します。

たとえば、任意の HTTP GET 要求を⼀致させるとします。[条件] フィールドにはウィザードによって
#{request.method} が表⽰されます。残りの情報はユーザが⼊⼒します。

#{request.method} == "GET"

10.現在のリソースまたは現在のリソースの親を照合する条件を追加するには、[親リソース] をクリックし
て、以下の⼿順に従います。

a. リソースの⼦を検索するには、リソースの名前をクリックします。

b. リソースを選択するには、リソースの左にあるオプションボタンをクリックします。

c. [適⽤] をクリックします。

11.現在のリソースタイプを照合する条件を追加するには、[現在のリソースタイプ] をクリックし、リソース
タイプを選択して、以下の⼿順に従います。
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a. リソースの⼦を検索するには、リソースの名前をクリックします。

b. リソースを選択するには、リソースの左にあるオプションボタンをクリックします。

c. [適⽤] をクリックします。

12.リソースプロパティおよびその値に関する条件を追加するには、[リソースプロパティ] をクリックして、
以下の⼿順に従います。

a. [プロパティ名] フィールドに、プロパティ名を⼊⼒します。

b. [プロパティ値] フィールドに、プロパティの値を⼊⼒します。

c. [適⽤] をクリックします。

たとえば、PDF 形式のファイルを⼀致させたい場合、プロパティ名は mimeType、プロパティ値は pdf
になります。

13.[結果] リストで、ターゲットレンダラを選択します。

選択するレンダラは、次の⼿順で定義する評価条件に⼀致するすべてのサーバオブジェクトに適⽤さ
れます。たとえば、[thumbnails] レンダラは、サーバにパブリッシュされるイメージのサムネイル
ビューを表⽰する際に役⽴ちます。

14.[ルールの作成] をクリックします。

ルールの変更
ルールが作成された後は、編集可能な任意の部分を変更できます。

ルールを変更するには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [ユーザインタフェース] > [rule-type
ルールの管理] > [ルールの表⽰]

rule-typeは、変更するルールを表します。

2. 変更するルールの  をクリックして、[ルールの変更] を選択します。

3. 次のいずれかの⼿順に従います。

[名前] フィールドに、ルールの新規の名前を⼊⼒します。

[説明] フィールドに、ルールの新規の説明を⼊⼒します (オプション)。

ルールを無効にするには、[有効] をクリアします。

個々のユーザ単位で条件を変更するには、[現在のユーザ] をクリックして、以下の⼿順に従いま
す。

i. [キーワード] フィールドで、検索するユーザを表すキーワードを⼊⼒し、[検索] をクリックし
ます。

ii. 1 つ以上のユーザを [選択済み] ボックスに移動し、[適⽤] をクリックします。

グループまたは役割のメンバーシップに基づいて条件を変更するには、[グループ/役割メンバーシッ
プ] をクリックして、以下の⼿順に従います。
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i. [検索対象] で、[グループ]、または [役割] オプションを選択します。

ii. [キーワード] フィールドで、検索するグループまたは役割を表すキーワードを⼊⼒し、[検索]
をクリックします。

iii. 1 つ以上のグループまたは役割を [選択済み] ボックスに移動し、[適⽤] をクリックします。

ユーザ属性に基づいて条件を変更するには、[ユーザ属性の選択] リストの [ユーザ属性] をクリック
し、ユーザ属性を選択して、[適⽤] をクリックします。

このリスト内のユーザ属性の詳細については、122 ページの「ユーザ情報」を参照してくださ
い。

グローバルセッション属性に基づいて条件を変更するには、[グローバルセッション] をクリックし
て、以下の⼿順に従います。

i. [グローバルセッションの属性名] フィールドで、グローバルセッション属性の名前を⼊⼒しま
す。

ii. [変数値] フィールドで、グローバル属性の新しい値を⼊⼒します。

iii. [適⽤] をクリックします。

要求ヘッダーに基づいて条件を変更するには、[要求] をクリックして、以下の⼿順に従います。

i. 式を選択して、[サブミット] をクリックします。

ii. [条件] フィールドで、式を完成します。

たとえば、任意の HTTP GET 要求を⼀致させるとします。[条件] フィールドにはウィザードに
よって #{request.method} が表⽰されます。残りを「#{request.method} == "GET"」と⼊⼒し
ます。

現在のリソースまたは現在のリソースの親を照合する条件を変更するには、[親リソース] をクリッ
クして、以下の⼿順に従います。

i. リソースの⼦を検索するには、リソースの名前をクリックします。

ii. リソースを選択するには、リソースの左にあるオプションボタンをクリックします。

iii. [適⽤] をクリックします。

現在のリソースタイプを照合する条件を変更するには、[現在のリソースタイプ] をクリックし、リ
ソースタイプを選択して、以下の⼿順に従います。

i. リソースの⼦を検索するには、リソースの名前をクリックします。

ii. リソースを選択するには、リソースの左にあるオプションボタンをクリックします。

iii. [適⽤] をクリックします。

リソースプロパティおよびその値に関する条件を変更するには、[リソースプロパティ] をクリックし
て、以下の⼿順に従います。

i. [プロパティ名] フィールドに、プロパティ名を⼊⼒します。

ii. [プロパティ値] フィールドに、プロパティの値を⼊⼒します。

iii. [適⽤] をクリックします。
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[結果] フィールドを必要に応じて変更します。

4. [ルールの更新] をクリックします。

ルールのコピー
既存のルールと類似したルールを作成する場合、既存のルールのコピーを作成することで⾏えます。

ルールをコピーするには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [ユーザインタフェース] > [rule-type
ルールの管理] > [ルールの表⽰]

rule-typeは、コピーするルールを表します。

2. コピーするルールの  をクリックして、[ルールのコピー] を選択します。

3. 新規ルールの名前を⼊⼒します。

4. 新規ルールの説明を⼊⼒します (オプション)。

5. [ルールのコピー] をクリックします。

312 ページの「ルールの変更」で説明しているように、新規ルールを変更できます。

ルールの評価順序の管理
ユーザがサーバリソースを要求すると、サーバではルールを使⽤して、要求を満たす⽅法を決定します。た
とえば、ページのルックアンドフィールが、ユーザが会社の従業員であるか顧客であるかに応じて決まると
します。サーバでは、スキンルールを評価して、次の順序で適⽤するスキンを決定します。

1. 複数のスキンルールがある場合、ユーザに⼀致する最初のルールに関連付けられたスキンが適⽤されま
す。

2. ユーザに⼀致するルールがないか、スキンルールがない場合、ユーザのプロファイルページの [ユーザ
設定] タブで割り当てられたデフォルトのスキンが適⽤されます。

3. プロファイルページでスキンが割り当てられていない場合、サーバのデフォルトのスキンが適⽤されま
す。

ルールの評価順序の変更
複数のスキンルールがある場合、ルールが評価される順序を決定できます。

ルールが評価される順序を変更するには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [ユーザインタフェース]

2. 管理するルールセットの名前をクリックします。

3. [ルール評価順序の変更] をクリックします。

4. ルールの順序を変更するには、必要に応じてルールを上下に移動します。
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リストのルールが最初に検索され、2 番⽬以降のルールが順次検索されます。

5. [更新] をクリックします。

ルールの削除
ルールを削除するには、以下の⼿順に従います。

ルールを削除するには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [ユーザインタフェース] > [rule-type
ルールの管理] > [ルールの表⽰]

rule-typeは、削除するルールを表します。

2. 削除するルールの  をクリックして、[ルールの削除] を選択します。

スキンルールの管理
スキンとは、My webMethods Serverユーザインタフェースのルックアンドフィールを定義する、インス
トール可能な My webMethods Server コンポーネントです。HTML コンテンツのイメージ、フォント、
⾊、およびその他の微妙なスタイル設定可能な要素はスキンによって変わりますが、HTML コンテンツの
機能が変わることはありません。

開発者は、新規カスタムスキンを作成してさまざまな機能を実⾏します。次のようなタスクがあります。

企業、パートナ、または部⾨のロゴを使⽤してサーバのブランドを設定

企業カラー、パートナカラー、または部⾨カラーでの⾊体系を調整

開発者は [スキン管理] ページを使⽤してスキンを作成し、必要に応じてカスタマイズします。スキンをカ
スタマイズする⽅法の詳細については、381 ページの「スキンのカスタマイズ」を参照してください。

My webMethods Server には、特定のユーザ、グループ、またはリソースに対して表⽰されるスキンを決
定するパーソナライゼーションルールを設定するためのさまざまな⽅法が⽤意されています。特定のユーザ
に特定のスキンを明⽰的に割り当てることも、さまざまな条件に基づいてスキンを動的に割り当てるルール
を設定することもできます。

[スキンルールの管理] ページを使⽤すると、ユーザ、グループ、または役割が使⽤するスキンを決定する
ルールを定義できます。システム管理者はこのページで、各ユーザがログインするたびにそのユーザについ
て評価されるルールの⼀覧を作成、変更、削除したり、評価順序を変更したりできます。

スキンルールの作成
新規スキンルールを作成するには、以下の⼿順に従います。

新規スキンルールを作成するには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [ユーザインタフェース] > [スキンルールの
管理] > [新規ルールの作成]

2. [名前] フィールドに、ルールの名前を⼊⼒します。
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3. [説明] フィールドに、新規ルールの説明を⼊⼒します (オプション)。

4. 作成中にルールを無効にしない場合は、[有効] を選択したままにします。

5. 個々のユーザ単位で条件を追加するには、[現在のユーザ] をクリックして、以下の⼿順に従います。

a. [キーワード] フィールドで、検索するユーザを表すキーワードを⼊⼒し、[検索] をクリックしま
す。

b. 1 つ以上のユーザを [選択済み] ボックスに移動し、[適⽤] をクリックします。

6. グループまたは役割のメンバーシップに基づいて条件を追加するには、[グループ/役割メンバーシップ]
をクリックして、以下の⼿順に従います。

a. [検索対象] で、[グループ]、または [役割] オプションを選択します。

b. [キーワード] フィールドで、検索するグループまたは役割を表すキーワードを⼊⼒し、[検索] をク
リックします。

c. 1 つ以上のグループまたは役割を [選択済み] ボックスに移動し、[適⽤] をクリックします。

7. ユーザ属性に基づいて条件を追加するには、[ユーザ属性の選択] リストの [ユーザ属性] をクリックし、
ユーザ属性を選択して、[適⽤] をクリックします。

このリスト内のユーザ属性の詳細については、122 ページの「ユーザ情報」を参照してください。

8. グローバルセッション属性に基づいて条件を追加するには、[グローバルセッション] をクリックして、以
下の⼿順に従います。

a. [グローバルセッションの属性名] フィールドで、グローバルセッション属性の名前を⼊⼒します。

b. [変数値] フィールドで、グローバルセッション属性の値を⼊⼒します。

c. [適⽤] をクリックします。

9. 要求ヘッダーに基づいて条件を追加するには、[要求] をクリックして、以下の⼿順に従います。

a. 式を選択して、[サブミット] をクリックします。

b. [条件] フィールドで、式を完成します。

たとえば、任意の HTTP GET 要求を⼀致させるとします。[条件] フィールドにはウィザードによって
#{request.method} が表⽰されます。残りの情報はユーザが⼊⼒します。

#{request.method} == "GET"

10.現在のリソースまたは現在のリソースの親を照合する条件を追加するには、[親リソース] をクリックし
て、以下の⼿順に従います。

a. リソースの⼦を検索するには、リソースの名前をクリックします。

b. リソースを選択するには、リソースの左にあるオプションボタンをクリックします。

c. [適⽤] をクリックします。

11.現在のリソースタイプを照合する条件を追加するには、[現在のリソースタイプ] をクリックし、リソース
タイプを選択して、以下の⼿順に従います。

a. リソースの⼦を検索するには、リソースの名前をクリックします。

b. リソースを選択するには、リソースの左にあるオプションボタンをクリックします。

c. [適⽤] をクリックします。
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12.リソースプロパティおよびその値に関する条件を追加するには、[リソースプロパティ] をクリックして、
以下の⼿順に従います。

a. [プロパティ名] フィールドに、プロパティ名を⼊⼒します。

b. [プロパティ値] フィールドに、プロパティの値を⼊⼒します。

c. [適⽤] をクリックします。

たとえば、PDF 形式のファイルを⼀致させたい場合、プロパティ名は mimeType、プロパティ値は pdf
になります。

13.[結果] リストで、ターゲットスキンを選択します。

14.[ルールの作成] をクリックします。

シェルルールの管理
シェルは、My webMethods Serverのインストール可能なコンポーネントです。シェルセグメントは、My
webMethods Server のヘッダー、フッター、およびポートレットタイトルバーを⽣成する特殊な種類の
ページです。

通常のポートレットはページのプライマリコンテンツを⽣成しますが、シェルはそのプライマリコンテンツ
をフレーム化する構造を提供します。バナー、標準リンク、検索ボックスなどの⼀般的な Web ページ要素
がシェルに表⽰されます。

開発者は、新規カスタムシェルを作成して、次のようなさまざまな機能を実⾏します。

ページバナーの下に他社の Web サイトへのリンク⾏を追加

デフォルトの検索ボックスを、企業カタログを検索するボックスに変更

すべてのページに左側のナビゲーションバーを追加

特定のユーザの要求に対して使⽤するシェルを決定するための条件を多数設定できます。My webMethods
Server には、特定のユーザ、グループ、またはリソースに対して表⽰されるシェルを決定するパーソナラ
イゼーションルールを設定するためのさまざまな⽅法が⽤意されています。

メモ: スキンと異なり、特定のユーザに特定のシェルを明⽰的に割り当てることはできません。さまざまな
条件に基づいて動的にシェルを割り当てるルールを使⽤する必要があります。

[シェルルールの管理] ページを使⽤すると、ユーザ、グループ、または役割が使⽤するシェルを決定する
ルールを定義できます。システム管理者はこのページで、各ユーザがログインするたびにそのユーザについ
て評価されるルールを作成、変更、削除したり、ルールリストの評価順序を変更したりできます。

シェルルールの作成
新規シェルルールを作成するには、以下の⼿順に従います。

新規シェルルールを作成するには

1. システム管理者として次のように選択します。[管理] > [ユーザインタフェース] > [シェルルールの
管理] > [新規ルールの作成]
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2. [名前] フィールドに、ルールの名前を⼊⼒します。

例: folder-thumbnail view (イメージファイルの場合)

3. [説明] フィールドに、新規ルールの説明を⼊⼒します (オプション)。

4. 作成中にルールを無効にしない場合は、[有効] を選択したままにします。

5. 個々のユーザ単位で条件を追加するには、[現在のユーザ] をクリックして、以下の⼿順に従います。

a. [キーワード] フィールドで、検索するユーザを表すキーワードを⼊⼒し、[検索] をクリックしま
す。

b. 1 つ以上のユーザを [選択済み] ボックスに移動し、[適⽤] をクリックします。

6. グループまたは役割のメンバーシップに基づいて条件を追加するには、[グループ/役割メンバーシップ]
をクリックして、以下の⼿順に従います。

a. [検索対象] で、[グループ]、または [役割] オプションを選択します。

b. [キーワード] フィールドで、検索するグループまたは役割を表すキーワードを⼊⼒し、[検索] をク
リックします。

c. 1 つ以上のグループまたは役割を [選択済み] ボックスに移動し、[適⽤] をクリックします。

7. ユーザ属性に基づいて条件を追加するには、[ユーザ属性の選択] リストの [ユーザ属性] をクリックし、
ユーザ属性を選択して、[適⽤] をクリックします。

このリスト内のユーザ属性の詳細については、122 ページの「ユーザ情報」を参照してください。

8. グローバルセッション属性に基づいて条件を追加するには、[グローバルセッション] をクリックして、以
下の⼿順に従います。

a. [グローバルセッションの属性名] フィールドで、グローバルセッション属性の名前を⼊⼒します。

b. [変数値] フィールドで、グローバルセッション属性の値を⼊⼒します。

c. [適⽤] をクリックします。

9. 要求ヘッダーに基づいて条件を追加するには、[要求] をクリックして、以下の⼿順に従います。

a. 式を選択して、[サブミット] をクリックします。

b. [条件] フィールドで、式を完成します。

たとえば、任意の HTTP GET 要求を⼀致させるとします。[条件] フィールドにはウィザードによって
#{request.method} が表⽰されます。残りの情報はユーザが⼊⼒します。

#{request.method} == "GET"

10.現在のリソースまたは現在のリソースの親を照合する条件を追加するには、[親リソース] をクリックし
て、以下の⼿順に従います。

a. リソースの⼦を検索するには、リソースの名前をクリックします。

b. リソースを選択するには、リソースの左にあるオプションボタンをクリックします。

c. [適⽤] をクリックします。

11.現在のリソースタイプを照合する条件を追加するには、[現在のリソースタイプ] をクリックし、リソース
タイプを選択して、以下の⼿順に従います。
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a. リソースの⼦を検索するには、リソースの名前をクリックします。

b. リソースを選択するには、リソースの左にあるオプションボタンをクリックします。

c. [適⽤] をクリックします。

12.リソースプロパティおよびその値に関する条件を追加するには、[リソースプロパティ] をクリックして、
以下の⼿順に従います。

a. [プロパティ名] フィールドに、プロパティ名を⼊⼒します。

b. [プロパティ値] フィールドに、プロパティの値を⼊⼒します。

c. [適⽤] をクリックします。

たとえば、PDF 形式のファイルを⼀致させたい場合、プロパティ名は mimeType、プロパティ値は pdf
になります。

13.[結果] リストで、ターゲットシェルを選択します。

選択するレンダラは、次の⼿順で定義する評価条件に⼀致するすべてのサーバオブジェクトに適⽤さ
れます。たとえば、[thumbnails] レンダラは、サーバにパブリッシュされるイメージのサムネイル
ビューを表⽰する際に役⽴ちます。

14.[ルールの作成] をクリックします。

要求に対するシェルの設定
要求に対する特定のシェルを設定するには、開発者がサーバリソースへのリンクを作成し、そのリンクに
シェルパラメータを追加します。シェルパラメータ値は、ターゲットシェルに対するエイリアスである必要
があります。

たとえば、エクストラネットシェルを持つパブリックフォルダへのリンクの URL が /folder.public?
shell=shell.extranet であるとします。ユーザがリンクをたどると、指定されたエクストラネットシェルで
フレーム化されたパブリックフォルダが表⽰されます。リンクにシェルパラメータもない場合は、ユーザが
パブリックフォルダページから別のリンクをクリックすると、直前に使⽤していたシェルに戻ります。

セッション⽤シェルの設定
セッション⽤の特定のシェル (セッションの持続中は設定が保持されるためスティッキーシェルと呼ばれる
こともあります) を設定するには、開発者が forceShell コマンドへのリンクを作成します。シェルを設定
しておくと、このコマンドは returnUrl パラメータを受け取り、ユーザは指定された URL にリダイレクト
されます。

たとえば、スティッキーエクストラネットシェルを持つパブリックフォルダへのリンクの URL が /?
command=forceShell&shellURI=shell.extranet&returnUrl=folder.public であるとします。ユーザがリ
ンクをたどると、エクストラネットシェルでフレーム化されたパブリックフォルダが表⽰されます。ユー
ザがパブリックフォルダページから別のリンクをクリックすると、(リンクにシェルパラメータがなければ)
エクストラネットシェルでフレーム化されたページが表⽰されます。
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共通ディレクトリサービス API によるユーザ情報の管理
My webMethods Server では、ユーザとグループの管理のための複数のディレクトリサービスオプション
が利⽤できます。

My webMethods システムディレクトリ。これは、内部 My webMethods Server ユーザディレクト
リであり、My webMethods Server のすべてのインストールで、デフォルトで使⽤できます。この
ディレクトリサーバ内の情報には、My webMethods ユーザインタフェースおよび共通ディレクトリ
サービス (CDS) API を使⽤してアクセスできます。読み取りアクセスと書き込みアクセスの両⽅が可
能です。

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)。My webMethods では、1 つ以上の外部 LDAP
ユーザディレクトリを定義できます。サポートされるディレクトリサーバ製品のリストについては、
『System Requirements for Software AG Products』を参照してください。このディレクトリサー
バ内の情報には、My webMethods ユーザインタフェースおよび CDS API を使⽤してアクセスできま
す。読み取りアクセスのみが可能です。

データベース。My webMethods Server では、データベースディレクトリに対してユーザを認証する
こともできます。データベースディレクトリは、RDBMS テーブルとこれらのテーブルにアクセスす
るための SQL 設定のセットです。カスタム認証モジュールを実装して、データベースディレクトリに
対する認証を拡張できます。このディレクトリサーバ内の情報には、My webMethods ユーザインタ
フェースおよび CDS API を使⽤してアクセスできます。読み取りアクセスのみが可能です。

My webMethods Server とそこで実⾏されるアプリケーションおよびサービスでは、これらのディレクト
リ内にあるユーザ情報にアクセスできます。My webMethods Server にアクセスしてこのデータを使⽤す
る外部アプリケーションおよびサービスを設定できます。

ディレクトリサービスでユーザおよびグループを使⽤する以外に、役割情報にアクセスして保持できます。
役割情報は My webMethods Server データベース内に個別に保持されます。

たとえば、次の作業が可能です。

他のスイートアプリケーション (webMethods Integration Server など) を設定して、Integration
Server 固有のユーザディレクトリではなく、上記のユーザディレクトリオプションからユーザを認証
します。

ビジネスプロセスでプロセスステップを設定し、Java サービスを呼び出して、ディレクトリサービス
からユーザ属性を取得するか My webMethods Server データベースから役割のメンバーシップを取
得し、そのデータをプロセスパイプラインに渡します。

Java サービスを設定して、プログラムでユーザを役割に割り当てます。

CDS API では、以下がサポートされています。

ユーザ、グループおよび役割の検索と検出。

⼤規模ディレクトリの LDAP 検索制御のサポート。

システムディレクトリでのユーザおよびグループの作成と更新。その他の外部ディレクトリはすべて読
み取り専⽤です。

システムディレクトリからのユーザおよびグループの削除。

役割の My webMethods Server での作成、更新および削除。
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LDAP およびデータベースディレクトリからのカスタム属性の読み取り。

ユーザ、グループおよび役割のカスタムプロファイル属性 (つまり、外部ディレクトリによって管理さ
れない属性) の読み取りと書き込み。

共通ディレクトリサービス API の詳細については、『webMethods CAF and My webMethods Server
Java API Reference』の com.webmethods.sc.directory パッケージと com.webmethods.sc.mws
パッケージを参照してください。

共通ディレクトリサービス API について
同じ My webMethods Server データベースおよび Universal Messaging サーバに接続されている場
合、CDS は My webMethods Server クラスタインスタンスのように動作し、クラスタ全体をわたるす
べての分散キャッシュに参加します。システムディレクトリユーザが更新されると、この変更はすべての
CDS インスタンスによって数分で検出されます。

ディレクトリサービスは、My webMethods Server で、SysAdmin または Administrator として My
webMethods にログインして定義および管理します。ディレクトリサービスの使⽤の詳細について
は、86 ページの「ディレクトリサービスの管理」および88 ページの「外部ディレクトリサービスの管
理」を参照してください。

CDS API を使⽤する以外に、My webMethods インタフェースを使⽤して、すべてのディレクトリ管理ア
クティビティを実⾏できます。

ユーザ、グループおよび役割管理。詳細については、83 ページの「My webMethods Administrator
の機能」を参照してください。

認証管理。詳細については、213 ページの「セキュリティの管理」を参照してください。

属性プロバイダの実装。詳細については、203 ページの「属性プロバイダ」を参照してください。

前提条件
CDS API を使⽤する前に、以下のアクションを実⾏する必要があります。

webMethods Database Component Configurator を使⽤して、My webMethods Server のデータ
ベーステーブルを作成します。通常、これはインストールの直後に実⾏します。

My webMethods Server インスタンスを作成および初期化します。

My webMethods Server データベーススキーマへの JDBC 接続によって CDS を初期化します。詳細
については、324 ページの「共通ディレクトリサービスの初期化」を参照してください。

Universal Messaging サーバを、My webMethods の [クラスタ管理] ページを使って JMS プロ
バイダとして設定します。これは、My webMethods Server をインストールした後、あるいはMy
webMethods Server コマンドラインユーティリティまたは Software AG Command Central を使⽤
して新しいインスタンスを作成したときに設定します。

クラスパスの考慮事項
スタンドアロンアプリケーションで CDS を使⽤するには、正しい JDBC 接続情報を指定するととも
に、CDS を実⾏している外部アプリケーションのクラスパスにすべての CDS .jar ファイルが存在する必
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要があります。これらの .jar ファイルを使⽤できるようにするには、Software AG_directory/common/
lib および /common/lib/ext のすべての .jar ファイルを含めてください (My webMethods Server およ
び Integration Server の標準インストールを想定しています)。

共通ディレクトリサービスの初期化
CDS API に My webMethods Server 内から (たとえば CAF アプリケーションから) または Integration
Server からアクセスする場合、CDS は既に初期化されており、追加のアクションは必要ありません。CDS
API を My webMethods Server にアクセスする外部アプリケーションまたはサービスから使⽤する場合
は、CDS API を外部アプリケーションまたはサービスから明⽰的に初期化する必要があります。

共通ディレクトリサービスは、com.webmethods.sc.mws.MWSLibrary.init() 静的メソッドを呼び
出すことによって初期化します。⼊⼒パラメータは、Java システムプロパティとして予期されてお
り、My webMethods Server データベーススキーマへの JDBC 接続 URL を指定する必要があります。My
webMethods Server へのリモートコールバックを使⽤する代わりに、CDS API はこのスキーマに接続し
て、すべての設定およびプリンシパル情報を読み取ります。

次に、MWSLibrary クラスを使⽤して CDS を初期化する⽅法を⽰すサンプルコードを⽰します。

System.setProperty(MWSLibrary.SYSTEM_PROP_DB_DRIVER, 
"com.wm.dd.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver"); // JDBC Driver Class
System.setProperty(MWSLibrary.SYSTEM_PROP_DB_URL, 
"jdbc:wm:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName=webm82_dev"); 
    // JDBC Connection URL
System.setProperty(MWSLibrary.SYSTEM_PROP_DB_USER, "webm82_dev"); 
    // DB username
System.setProperty(MWSLibrary.SYSTEM_PROP_DB_PASSWORD, "password"); 
    // DB 
password
MWSLibrary.init();

CDS コード例

すべての役割のリスト
IDirectorySession session = 
DirectorySystemFactory.getDirectorySystem().createSession();
List roles = session.listRoles();
for (IDirectoryRole role: roles) {
    String roleID = role.getID();
    String roleName = role.getName();
    String roleDN = role.getDN();
}

名前によるユーザのルックアップとすべての属性のフェッチ
IDirectorySession session = 
DirectorySystemFactory.getDirectorySystem().createSession();
IDirectoryUser user = (IDirectoryUser) session.lookupPrincipalByName 
   ("user1", IDirectoryPrincipal.TYPE_USER);
Map attributes = user.getAllAttributes();
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ユーザの認証
IDirectorySession session = 
DirectorySystemFactory.getDirectorySystem().createSession();
IDirectoryUser user = session.authenticateUser("username", "password");

静的役割の作成とメンバーとしてのユーザの追加
IDirectorySession session = 
DirectorySystemFactory.getDirectorySystem().createSession();
IDirectoryUser user = (IDirectoryUser) session.lookupPrincipalByName 
    ("user1", IDirectoryPrincipal.TYPE_USER);
IDirectoryRole role = session.createRole(IDirectoryRole.STATIC_ROLE_TYPE, 
    "roleName", Collections.EMPTY_MAP);
session.addPrincipalToRole(user.getID(), role.getID());
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モバイルデバイスへのプッシュ通知の送信
モバイルデバイス上のユーザーにイベントのプッシュ通知を送信するように My webMethods Server を
設定できます。

My webMethods Server は、クライアントアプリケーションにメッセージを送信するために、モバイル
の OS に応じて異なるプッシュ通知サービスプロバイダを使⽤します。Android アプリケーションのデ
フォルト通知プロバイダは Google Cloud Messaging で、Apple のデフォルト通知プロバイダは iStore
です。My webMethods Server からプッシュ通知メッセージを送信する前に、モバイルアプリケーション
をそれぞれのサービスプロバイダに登録する必要があります。

モバイルアプリケーションを実⾏しているデバイスがそれぞれのプッシュ通知プロバイダに登録されると、
プロバイダはデバイスの登録 ID を発⾏します。デバイスは、登録 ID をサブスクライブするイベントの詳
細と共に My webMethods Server に送信します。My webMethods Server は、デバイス ID とイベント
サブスクリプションの詳細をサーバデータベースに格納します。関連するイベントが発⽣した場合は、My
webMethods Server はデバイス登録 ID を使⽤して、通知サービスプロバイダにメッセージをプッシュし
ます。プッシュ通知サービスプロバイダは、登録されたデバイスにメッセージを送信します。モバイルアプ
リケーションユーザが複数のデバイスから接続する場合は、My webMethods Server は登録されている各
デバイスに通知を送信します。
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My webMethods Server は REST を使⽤して Google Cloud Messaging に通知をプッシュし、SSL を使
⽤して iStore に通知をプッシュします。

My webMethods Server は、モバイルデバイス上の Task Engine ユーザに、Mobile Business Console
イベントのプッシュ通知を送信するためのデフォルト実装を提供します。この実装では、ユーザまたはユー
ザが属する役割やグループが割り当てられるか、タスクが委任されるたびに、My webMethods Server は
通知を送信します。カスタムモバイルアプリケーションのプッシュ通知を送信するには、次の⼿順で⾏う必
要があります。

通知を送信するイベントタイプのカスタムイベントハンドラを実装します。詳細について
は、webMethods CAF and OpenUI Development Helpを参照してください。

My webMethods Server の publishNotification API を介して通知をプッシュするカスタムサー
ビスを作成します。詳細については、webMethods CAF and My webMethods Server Java API
Referenceを参照してください。

プッシュ通知サービスにアプリケーションを登録します。プッシュ通知サービスプロバイダに登録する
⽅法の詳細については、プロバイダのマニュアルを参照してください。

329 ページの「My webMethods Server でのプッシュ通知の設定」で説明されているように、My
webMethods Server でモバイルプッシュ通知オプションを設定します。

My webMethods Server でのプッシュ通知の設定
My webMethods Server でのプッシュ通知は、モバイルアプリケーションを各オペレーティングシステム
のプッシュ通知サービスに登録した後で設定します。

1. sysadmin として、[フォルダ] > [管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [設定] > [モバ
イルプッシュ通知管理] に移動します。

2. [新規アプリケーションの追加] をクリックします。

3. [モバイルアプリケーション設定] ページで、モバイルアプリケーションの名前とアプリケーションの詳細を
指定します。

Android アプリケーションの場合

フィールド 説明

[エンドポイント URL] Google Cloud Messaging に登録した送信 API のエンドポイン
ト。

[OAuth] Google Cloud Messaging に登録されているアプリケーション
の OAuth 認証トークン。

iOS アプリケーションの場合
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フィールド 説明

[ホスト名] iStore を使⽤して登録した Apple プッシュ通知サービスの
URL。

[ポート番号] iStore プッシュ通知サービスとの SSL 通信に使⽤するポート
番号。デフォルトのポート番号は 2195 です。

[認証のパス] iStore に登録した SSL 認証の場所への完全パス。

[パスワード] iStore への接続に使⽤するパスワード。

4. [サブミット] をクリックします。
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ページの開発について
My webMethods Server では簡単にカスタムページを作成して、My webMethods Server でカスタム
ページを Web ページとして表⽰できます。詳細については、334 ページの「カスタムフォルダおよびカ
スタムページについて」を参照してください。

また、My webMethods Server には、以下の表に⽰すように、My webMethods ユーザインタフェースを
カスタマイズできる柔軟なアーキテクチャが備えられています。

アクティビティ 参照先

以下の操作によって My webMethods ナビゲーションパ
ネルを更新する

ナビゲーションパネルに選択肢を追加する

ナビゲーションパネルから選択肢を削除する

ナビゲーションパネルの標準的なタブおよびセクション
を⾮表⽰にする

ナビゲーションパネルを完全に置換する

351 ページの「My webMethods
ナビゲーションのカスタマイズにつ
いて」

以下の操作によって My webMethods のルックアンド
フィールを更新する

ロゴイメージを置換する

⾊体系を変更する

カスタムルックアンドフィールを適⽤する

355 ページの「My webMethods
のルックアンドフィールのカスタマ
イズについて」

My webMethods アプリケーションページへの代替アク
セス⽅法を作成する、つまりユーザが必要な少数の My
webMethods ページのみへのリンクを提供する簡単なフ
ロントエンドページを作成します。

358 ページの「My webMethods
への簡単なフロントエンドページの
作成」

さらに、上記の要領で、My webMethods Server で実⾏する完全なカスタムアプリケーションを作成する
こともできます。

カスタムフォルダおよびカスタムページについて
My webMethods Server によって Web ページとして表⽰されるカスタムフォルダおよびカスタムペー
ジを作成できます。My webMethods Server においては、これらは両⽅とも機能的には同等です。つま
り、My webMethods Server では、どちらの内容も Web ページ上のポートレットとして表⽰されます。
使⽤⽅法に基づいて、フォルダを使⽤するか、またはページを使⽤するかを決定します。他のフォルダおよ
びページを保持するコンテナが必要な場合は、フォルダを使⽤します。情報を表⽰する必要がある場合は、
ページを使⽤します。
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⻑期間使⽤する、永続的な内容のページが必要な場合は、カスタムページを作成します。永続的な内容では
なく、作業領域として使⽤できるページが必要な場合は、ワークスペースを使⽤することをお勧めします。
詳細については、361 ページの「My webMethods Server でのワークスペースの管理」を参照してくだ
さい。

ページにコンテンツを追加するには、ページにポートレットをドラッグアンドドロップします。ポートレッ
トは、任意の場所への配置、サイズの変更、プロパティの設定が可能です。ワイヤリングを使⽤して、ペー
ジを動的にすることができます。

あるポートレットのプロパティを別のポートレットのプロパティにワイヤリングできます。ワイヤリン
グにより、ソースポートレットのプロパティが設定されると、その変更内容が⾃動的に宛先ポートレッ
トに反映されます。

カスタムページにアクセスするユーザについての情報をポートレットプロパティにワイヤリングできま
す。たとえば、天気を表⽰するポートレットでは、ユーザプロファイルの郵便番号属性を天気のポート
レットの郵便番号プロパティにワイヤリングできます。このようにワイヤリングすると、ユーザがペー
ジを表⽰したときに、My webMethods Server では、ユーザプロファイルの郵便番号を使⽤して⾃動
的に天気ポートレットの郵便番号プロパティが設定されて、ユーザの現地の天気が表⽰されます。

カスタムページの作成
SysAdmin ユーザアカウントまたは Admin Role のメンバーである別のユーザアカウントを使⽤して My
webMethods にログインし、ポータルページを作成します。ページを作成するには、ページ編集モードに
切り替える必要があります。ページ編集モードでは、システム管理者ユーザインタフェースが変更されて、
左側に [ツール] タブが、右側にカスタムページが表⽰されます。[ツール] タブには、カスタムページに追
加できるポートレットが表⽰されます。

カスタムページを作成するには

1. システム管理者として、新規ページの配置先のフォルダに移動します。使⽤するフォルダが存在しない
場合は、フォルダを作成します。

My webMethods アプリケーションのナビゲーションにページを追加する場合は、以下の階層内
の場所に移動します。

[フォルダ] > [My webMethods アプリケーション] > [ファブリックタスク]

他の分類にページを追加する場合は、以下のいずれかの階層内の場所を使⽤することをお勧めしま
す。

[フォルダ] (ルートフォルダ)

[フォルダ] > [パブリックフォルダ]

2. フォルダのタイトルバーで、  をクリックして [新規] > [ページ] を選択します。

3. [新規ページ] ウィンドウで、以下の⼿順に従います。

a. [名前] フィールドに、新規ページの名前を⼊⼒します。

b. [説明] フィールドに、新規ページの説明を⼊⼒します (オプション)。

c. [作成] をクリックします。

4. ページのリンクをクリックして、作成した新規ページを開きます。
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5. ページのタイトルバーで、  をクリックして [ページを編集] を選択し、ページ編集モードに切り替
えます。

6. ページのプロパティを設定します。詳細については、337 ページの「ページのプロパティ」および
338 ページの「ページのプロパティの設定」を参照してください。

7. ページレイアウトを定義します。⼿順については、『339 ページの「ページレイアウトの制御」』を
参照してください。

8. 以下の表に⽰すタスクを実⾏して、ページを作成します。

タスク 参照先

[ツール] タブからページキャンバスにポート
レットをドラッグして、ポートレットを追加す
る

343 ページの「ページへのポートレットの追
加」

ページ上でポートレットを配置する 343 ページの「ページ上でのポートレットの
配置」

ポートレットのプロパティを設定する 347 ページの「ポートレットプロパティの変
更」

オプションで、ポートレットのエイリアスを設
定する

348 ページの「ポートレットエイリアスの管
理」

オプションで、ポートレットをワイヤリングす
る

349 ページの「ポートレット間でのプロパ
ティのワイヤリング」 、 350 ページの「プ
リンシパル属性からポートレットプロパティへ
のワイヤリング」

9. ページのタイトルバーで、[保存] をクリックします。

新規ページを以下のように使⽤可能にできます。

ユーザがページに直接アクセスできるように、ページの URL を提供します。URL は、ページにエイリ
アスを割り当てることによって単純なものにします。たとえば、ページに「MyCustomPage」という
エイリアスを割り当てると、ユーザは以下の URL を⼊⼒できます。host_name  は My webMethods
Server のホスト名であり、port_number  はポート番号です。

http://www.host_name:port_number /MyCustomPage

エイリアスの割り当て⽅法の詳細については、338 ページの「ページのプロパティの設定」を参照し
てください。

ページを My webMethods のナビゲーションに追加して、ユーザがナビゲーションからページを選択
できるようにします。詳細については、351 ページの「My webMethods のナビゲーションへの選
択肢の追加」を参照してください。
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既存のページの編集
最初にページを作成した後、いつでもページをページ編集モードで開いて、追加の変更を加えることができ
ます。

既存のページを編集するには

1. システム管理者として、編集するページに移動して、そのページを開きます。

2. ページのタイトルバーで、  をクリックして [ページを編集] を選択し、ページ編集モードに切り替
えます。

3. ページ編集モードで、以下のいずれかを実⾏します。

タスク 参照先

ページのプロパティを更新する (ページの名前
を変更するなど)

337 ページの「ページのプロパティ」 、
338 ページの「ページのプロパティの設定」

ページレイアウトを変更する 339 ページの「ページレイアウトの制御」

ページにポートレットを追加する 343 ページの「ページへのポートレットの追
加」

ページからポートレットを削除する 343 ページの「ページからのポートレットの
削除」

ページ上でポートレットを再配置する 343 ページの「ページ上でのポートレットの
配置」

ポートレットのプロパティを更新する 347 ページの「ポートレットプロパティの変
更」

ポートレットのエイリアスを設定する 348 ページの「ポートレットエイリアスの管
理」

ポートレットをワイヤリングする 349 ページの「ポートレット間でのプロパ
ティのワイヤリング」 、 350 ページの「プ
リンシパル属性からポートレットプロパティへ
のワイヤリング」

4. ページのタイトルバーで、[保存] をクリックします。

ページのプロパティ
ページの [全般] タブには、次の表に⽰すようなプロパティが表⽰されます。
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プロパティ 説明

[名前] ページの名前。

[説明] ページの説明 (オプション)。

[キーワード] 独⾃の⽤途に使⽤するためにページに割り当てるキーワード (オプション)。デ
フォルトでは、My webMethods Server はキーワードを使⽤する機能を備え
ていません。ただし、キーワードを利⽤するカスタムコードを記述できます。
たとえば、キーワードに基づいて検索を⾏うカスタム検索コードを作成できま
す。

[所有者] ページの所有者。所有者のプロファイルを表⽰するには、リンクをクリックし
ます。

[作成⽇時] ページが作成された⽇時。

[更新⽇時] ページが最後に更新された⽇時。

[エイリアス] ページに割り当てられたエイリアス。

プロパティの設定⽅法の⼿順については、338 ページの「ページのプロパティの設定」を参照してくださ
い。[レイアウト] タブの詳細については、339 ページの「ページレイアウトの制御」を参照してくださ
い。

ページのプロパティの設定
ページのプロパティを設定するには、以下の⼿順に従います。プロパティの詳細については、337 ページ
の「ページのプロパティ」を参照してください。

ページのプロパティを設定するには

1. システム管理者として、プロパティを設定するページに移動して、そのページを開きます。

2. ページのタイトルバーで、  をクリックして [ページを編集] を選択し、ページ編集モードに切り替
えます。

3. [プロパティ] をクリックします。

4. [全般] タブで次を指定します。

タスク プロパティ アクション

ページの名前を変更する [名前] [名前] フィールドに新しい名前を⼊⼒
します。
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タスク プロパティ アクション

ページの説明を変更または追加する [説明] [説明] に説明を⼊⼒します。

ページにキーワードを割り当てる [キーワード] [キーワード] フィールドに、1 つ以上
のキーワードをカンマで区切って⼊⼒
します。

ページにエイリアスを割り当てる [エイリアス] エイリアスを追加するには、以下の⼿順に
従います。

  
a. [追加] をクリックします。

b. テキストボックスに、追加するエイ
リアス名を⼊⼒します。

c. [OK] をクリックします。

  
エイリアスを更新するには、以下の⼿順に
従います。

  
a. 変更するエイリアスを選択します。

b. [編集] をクリックします。

c. テキストボックスに、更新後のエイ
リアス名を⼊⼒します。

d. [OK] をクリックします。

  
エイリアスを削除するには、以下の⼿順に
従います。

  
a. 削除するエイリアスを選択します。

b. [削除] をクリックします。

5. [OK] をクリックします。

6. ページのタイトルバーで、[保存] をクリックします。

ページレイアウトの制御
ページ内でのポートレットの配置⽅法を定義するには、ページレイアウトを定義します。レイアウトには、
以下の 2 つのタイプがあります。

列レイアウト。このレイアウトでは、ページ内のすべてのポートレットが列内に整列されます。列内で
ポートレットを重ね合わせることはできません。ページに定義できる列は 1〜4 です。新規ページのデ
フォルトは 2 列のレイアウトです。
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各列には単⼀の⾏があります。[⾏] ツールを列にドラッグすることで、列に⾏を追加できます。⾏の
使⽤⽅法の詳細については、342 ページの「列レイアウト使⽤時の⾏の追加」および 342 ページの
「列レイアウト使⽤時の⾏の削除」を参照してください。

フリーフォームレイアウト。このレイアウトでは、ページ内の任意の場所にポートレットを配置できます。
ポートレットを部分的に重ね合わせたり、互いに完全に重ねたりすることもできます。

ページへのポートレットの追加の詳細については、343 ページの「ページへのポートレットの追加」を参
照してください。ページ内のポートレットの配置⽅法の詳細については、343 ページの「ページ上での
ポートレットの配置」を参照してください。

ページのレイアウトを定義するには

1. システム管理者として、レイアウトを定義するページに移動して、そのページを開きます。

2. ページのタイトルバーで、  をクリックして [ページを編集] を選択し、ページ編集モードに切り替
えます。

3. [プロパティ] をクリックします。

4. [レイアウト] タブを選択します。

5. [表⽰形式] リストを使⽤して、列、⾏、ポートレットの枠、および⾮表⽰のポートレットタイトル
バーを表⽰するかどうかを指定します。

枠または⾮表⽰のタイトルバーを表⽰しない場合は、[エンドユーザ]を選択します。

枠および⾮表⽰のタイトルバーを表⽰する場合は、[エキスパートユーザ] を選択します。

枠があると、ポートレットを配置するときに役⽴ちます。また、ポートレットのプロパティを設
定してタイトルバーを⾮表⽰にする場合は、エキスパートユーザとしてページを表⽰し、タイト
ルバーを再表⽰して、ポートレットを移動したり、プロパティにアクセスしたりするなど、ポート
レットに対してアクションを実⾏します。

メモ: エキスパートとしての表⽰設定は、⼀時的です。編集対象ページを離れてからそのページに
戻ると、再度エンドユーザとして表⽰されます。

メモ: ページ上部の [エキスパートとして表⽰] チェックボックスは、[表⽰形式] プロパティと同じ⽬的で
使⽤できます。[表⽰形式] プロパティで [エキスパートユーザ] を選択した場合、プロパティを保存する
と、My webMethods Server によって [エキスパートとして表⽰] チェックボックスが⾃動的にオンに
なります。同様に、[表⽰形式] プロパティで [エンドユーザ] を選択した場合、プロパティを保存する
と、My webMethods Server によって [エキスパートとして表⽰] チェックボックスが⾃動的にオフにな
ります。

6. ページ上のポートレットのユーザによる再配置およびサイズ変更を許可するかどうかに基づいて、[編
集可能なキャンバス] プロパティを設定します。

ページ上のポートレットのユーザによる再配置およびサイズ変更を許可する場合は、[編集可能な
キャンバス] チェックボックスをオンにします。

ページ上のポートレットのユーザによる再配置およびサイズ変更を禁⽌する場合は、[編集可能な
キャンバス] チェックボックスをオフにします。
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[編集可能なキャンバス] チェックボックスをオフにすると、エンドユーザがページの使⽤中に誤っ
てレイアウトを変更することを防⽌できます。ページに対してフリーフォームレイアウトを選択す
ると、ユーザは、ポートレットをクリックするだけで誤ってページを変更する危険性があります。

メモ: [編集可能なキャンバス] チェックボックスをオンにすると、ユーザがレイアウトを変更できます。
ユーザに編集権限が与えられていない場合、ユーザはレイアウトを変更できますが、編集内容の保存
はできません。ただし、[編集可能なキャンバス] チェックボックスをクリアすると、すべてのユーザが
レイアウトを変更できなくなります。

7. [列] リストから、ページで使⽤するレイアウトを選択します。

8. [1 列]、[2 列]、[3 列]、または [4 列] を選択した場合、レイアウトの各列に対して追加のプロパ
ティを設定できます。

a. オプションで、[属性] フィールドに、独⾃の⽤途に使⽤するための列の属性を指定します。標準
の My webMethods Server は、属性を使⽤する機能を提供しません。ただし、属性を利⽤する
カスタムコードは記述できます。

b. [幅] フィールドに、列で使⽤する幅をページに対するパーセンテージで⼊⼒します。パーセン
テージは、デフォルトで、各列の幅が均等なサイズになるように設定されます。

c. サーバにおいて、ポートレット内の⻑いテキスト⾏を列サイズに収まるように折り返す必要がある
場合は、[⾏の折り返し] チェックボックスをオンにします。⻑い⾏を折り返さない場合は、チェッ
クボックスをオフにします。

⻑い⾏を折り返すと、ポートレットを列にうまく収めることができます。

d. [⽔平配置] リストから、ポートレットの列内での⽔平⽅向の配置⽅法を選択します。デフォルト
で、ポートレットは、各列内で左揃えで配置されます。

e. [垂直配置] リストから、ポートレットの列内での垂直⽅向の配置⽅法を選択します。デフォルト
で、ポートレットは、各列内で上揃えで配置されます。

f. 列に CSS クラスを適⽤するには、[CSS クラス] フィールドに、先頭のピリオドを省略してクラス
の名前を⼊⼒します。たとえば、「.nav」クラスの場合は「nav」と⼊⼒します。

ページに含まれる、以下のいずれかの CSS スタイルシートによって定義される CSS クラスを指
定します。

現在のスキンで使⽤されている

ページコンテンツまたは現在のシェル内のカスタムポートレットに含まれている

g. 列にスタイルを適⽤するには、[CSS スタイル] フィールドに、CSS ファイル内で使⽤可能な任意
のスタイルを⼊⼒します。たとえば、「border: 1pt dashed red」と⼊⼒すると、⾚の破線が列の
枠として表⽰されます。

h. 列に背景画像を適⽤するには、[スキン背景画像] フィールドに、現在のスキンのイメージファイル
の名前を⼊⼒します。

スキンプロパティの名前を指定します。たとえば、スキンのメインロゴイメージを使⽤するには、
「images/logo.gif」と⼊⼒します。([Administration Dashboard] > [ユーザインタフェー
ス] > [スキン管理] ポートレット経由で) スキンエディタにアクセスし、[画像] ページでイメー
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ジを検索して、イメージのスキンプロパティ名を指定できます。スキンプロパティの「images/」
の後には、プロパティ名が続きます (「images/logo.gif」など)。

メモ: 現在のスキンに含まれていないイメージを適⽤するには、[CSS スタイル] フィールドで標準
の CSS 背景画像プロパティを指定します。[CSS スタイル] フィールドでプロパティを指定して、
背景を繰り返すか、中央に配置するか、ページと共にスクロールするかどうかなど、背景の表⽰
⽅法を制御することもできます。

9. [OK] をクリックします。

10.ページのタイトルバーで、[保存] をクリックします。

列レイアウト使⽤時の⾏の追加
ページのレイアウトに列レイアウトを使⽤するように設定すると、デフォルトで、ページの各列には 1 つ
の⾏が設定されます。列に追加するポートレットは、列に指定した垂直配置⽅法に基づいて、垂直⽅向に配
置されます。ただし、1 つ以上の列に対して⾏を追加することができます。

ページの列に⾏を追加するには

1. システム管理者として、⾏を追加するページに移動して、そのページを開きます。

2. ページのタイトルバーで、  をクリックして [ページを編集] を選択し、ページ編集モードに切り替
えます。

3. [エキスパートとして表⽰] チェックボックスをオンにして、ページに追加する⾏の枠およびタイトルバー
が表⽰されるようにします。

4. [ツール] タブで、[レイアウト] アイテムを展開して、[⾏] ツールを表⽰します。

5. ⾏を追加する列に [⾏] ツールをドラッグします。

マウスボタンを離した場合に⾏が配置される場所を⽰す⾚いボックスが、カーソル位置の下に表⽰され
ます。

6. [保存] をクリックします。

列レイアウト使⽤時の⾏の削除
レイアウト内の列に⾏を追加した後、その⾏が不要になった場合は、⾏を削除できます。

列から⾏を削除するには

1. システム管理者として、⾏を削除するページに移動して、そのページを開きます。

2. ページのタイトルバーで、  をクリックして [ページを編集] を選択し、ページ編集モードに切り替
えます。

3. [エキスパートとして表⽰] チェックボックスをオンにして、ページ上の⾏の枠およびタイトルバーが表⽰
されるようにします。

4. 削除する⾏内に、保持するポートレットが含まれている場合は、そのポートレットを⾏からページ上の
他の場所にドラッグします。

5. ⾏のタイトルバーで、  をクリックします。
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6. [保存] をクリックします。

ページへのポートレットの追加
ページには、任意の数のポートレットを追加できます。同じポートレットを複数回追加することもできま
す。ページ上でポートレットを配置できる場所は、ページレイアウトに応じて異なります。詳細について
は、339 ページの「ページレイアウトの制御」と343 ページの「ページ上でのポートレットの配置」を
参照してください。

ページにポートレットを追加するには

1. システム管理者として、ポートレットを追加するページに移動して、そのページを開きます。

2. ページのタイトルバーで、  をクリックして [ページを編集] を選択し、ページ編集モードに切り替
えます。

ページ編集モードでは、左側の [ツール] タブに、ページに追加できるポートレットが表⽰されます。
[ツール] タブに表⽰されるポートレットの多くは、『My webMethods Server Portlet Reference』で
説明されています。

3. ポートレットを配置しやすいように列、⾏およびポートレットの枠を表⽰する場合は、[エキスパートとし
て表⽰] チェックボックスをオンにします。枠を表⽰する必要がなくなったら、チェックボックスをオ
フにします。

4. [ツール] タブで、追加するポートレットを選択して、ページにドラッグします。

マウスボタンを離した場合にポートレットが配置される場所を⽰す⾚いボックスが、カーソル位置の下
に表⽰されます。

5. [保存] をクリックします。

ページからのポートレットの削除
ページからポートレットを削除するには、以下の⼿順に従います。

ページからポートレットを削除するには

1. システム管理者として、ポートレットを削除するページに移動して、そのページを開きます。

2. ページのタイトルバーで、  をクリックして [ページを編集] を選択し、ページ編集モードに切り替
えます。

3. 削除するポートレットのタイトルバーが⾮表⽰になっている場合は、[エキスパートとして表⽰] チェック
ボックスをオンにして、タイトルバーを表⽰します。

4. 削除するポートレットのタイトルバーの  をクリックし、[削除] を選択します。

5. [保存] をクリックします。

ページ上でのポートレットの配置
ページ上でポートレットを配置できる場所は、ページレイアウトに応じて異なります。
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列レイアウト ([3 列] など) を使⽤すると、レイアウトによって、ポートレットが列内で強制的に整列
されます。列内でのポートレットの上下の移動、および列間でのポートレットの移動は可能です。

フリーフォームレイアウトを使⽤すると、ページ内の任意の場所にポートレットを移動できます。ポー
トレットは整列する必要がなく、相互に重なり合うことができます。

ページレイアウトの定義⽅法の詳細については、339 ページの「ページレイアウトの制御」を参照してく
ださい。

ページ上でポートレットを配置するには

1. システム管理者として、更新するページに移動して、そのページを開きます。

2. ページのタイトルバーで、  をクリックして [ページを編集] を選択し、ページ編集モードに切り替
えます。

3. 再配置するポートレットのタイトルバーが⾮表⽰になっている場合は、[エキスパートとして表⽰] チェッ
クボックスをオンにして、タイトルバーを表⽰します。

4. 再配置するポートレットのタイトルバーの上にカーソルを移動して、カーソルを移動カーソルに変化さ
せます。

5. ポートレットをクリックして、新しい場所にドラッグします。

マウスボタンを離した場合にポートレットが配置される場所を⽰す⾚いボックスが、カーソル位置の下
に表⽰されます。

6. [保存] をクリックします。

ポートレットプロパティ

[全般] タブ
My webMethods Server は、通常表⽰モードおよびページ編集モードでポートレットプロパティを表⽰し
ます。以下の表は、[全般] タブで使⽤可能なポートレットプロパティを⽰しています。

セクション プロパティ 説明

[全般] [名前] ポートレットタイトルバーに表⽰されるポートレットの名前。

 
[説明] ポートレットの説明 (オプション)。

 
[キーワード] 独⾃の⽤途に使⽤するためにポートレットに割り当てるキーワード

(オプション)。デフォルトでは、My webMethods Server はキー
ワードを使⽤する機能を備えていません。ただし、キーワードを利
⽤するカスタムコードを記述できます。

[KPI インス
タンスの詳細]
ページ

[フルページ表
⽰]

ポートレット⾃体に移動し、My webMethods Server によってそ
のポートレットのみを含むページが表⽰される場合にポートレット
で使⽤する表⽰⽅法。
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セクション プロパティ 説明

[ポートレット
表⽰]

ポートレットを含むページに移動した場合にポートレットで使⽤す
る表⽰⽅法。

[保守] [所有者] ポートレットをページに追加したユーザのユーザ名。

 
[作成⽇時] ポートレットがページに追加された⽇時。

 
[更新⽇時] ポートレットが最後に更新された⽇時。

 
[エイリアス] ポートレットに割り当てられたエイリアス (オプション)。詳細に

ついては、348 ページの「ポートレットエイリアスの管理」を参
照してください。

[設定] タブ
[設定] タブには、ポートレットに固有であり、通常 My webMethods Server がポートレット内に表⽰
する情報を定義するプロパティが含まれています。たとえば、[HTML テキスト] ツールでは、[設定] タブ
で、ポートレットに表⽰するテキストを指定できます。

[設定] タブを表⽰するには、ページ編集モードからプロパティを表⽰する必要があります。[設定] タブを
使⽤しないポートレットもあります。

[レイアウト] タブ
[レイアウト] タブには、My webMethods Server によるポートレットの表⽰を制御するプロパティが含ま
れています。[レイアウト] タブを表⽰するには、ページ編集モードからプロパティを表⽰する必要がありま
す。

以下の表は、⼀般的に [レイアウト] タブに含まれているプロパティを⽰しています。

セクション名 プロパティ 説明

[サイズ調整および
配置]

[幅] ポートレットの幅の指定。ポートレットの幅に使⽤するピ
クセル数を指定します。

 
[⾼さ] ポートレットの⾼さの指定。ポートレットの⾼さに使⽤す

るピクセル数を指定します。

 
[⾃動配置] ページのレンダリング時における My webMethods

Server によるポートレットの配置⽅法を指定します。[⾃
動配置] は次のいずれかに切り替わります。

オン: My webMethods Server はポートレットを⾃動的
に配置します。ポートレットと共に保存されている配置
情報はすべて無視されます。
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セクション名 プロパティ 説明

オフ: My webMethods Server は、ポートレットと共
に保存されている配置情報を使⽤して、ページでポー
トレットを配置する場所を決定します。このため、My
webMethods Server は、ページが最後に保存されたと
きの場所を使⽤します。

[KPI インスタンス
の詳細] ページ

[タイトルバー] My webMethods Server がポートレットのタイトルバー
を表⽰するかどうか。タイトルバーを表⽰するには、
チェックボックスをオンにします。タイトルバーを⾮表⽰
にするには、チェックボックスをオフにします。

メモ: タイトルバーを⾮表⽰にした場合は、ページを編集す
るときに [エキスパートとして表⽰] を選択して⼀時的にタイト
ルバーを表⽰すると、ページ上のポートレットを操作できま
す。

 
[枠] My webMethods Server がポートレットの枠を表⽰する

かどうか。枠を表⽰するには、チェックボックスをオンに
します。枠を⾮表⽰にするには、チェックボックスをオフ
にします。

メモ: 枠を⾮表⽰にした場合は、ページを編集するときに [エ
キスパートとして表⽰] を選択して⼀時的に枠を表⽰すると、
ポートレットの配置およびサイズ変更に役⽴ちます。

 
[最⼩化] My webMethods Server がポートレットを含むページを

表⽰するとき、初期状態でポートレットを最⼩化して表⽰
するかどうか。ユーザは、ポートレットを復元して、その
コンテンツを表⽰できます。

 
[CSS クラス] ポートレットに適⽤する CSS クラス。先頭のピリオド

を省略して、クラスの名前を⼊⼒します。たとえば、
「.nav」クラスの場合は「nav」と⼊⼒します。

ページに含まれる、以下のいずれかの CSS スタイルシー
トによって定義される CSS クラスを指定します。

現在のスキンで使⽤されている

ページコンテンツまたは現在のシェル内のカスタムポー
トレットに含まれている

 
[CSS スタイル] ポートレットに適⽤するスタイル。CSS ファイルで

使⽤可能な任意のスタイルを指定します。たとえば、
「border: 1pt dashed red」と⼊⼒すると、⾚の破線が
ポートレットの枠として表⽰されます。
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セクション名 プロパティ 説明

 
[スキン背景画像] ポートレットで使⽤する背景画像。現在のスキンのイメー

ジファイルの名前を⼊⼒します。

スキンプロパティの名前を指定します。たとえ
ば、スキンのメインロゴイメージを使⽤するには、
「images/logo.gif」と⼊⼒します。([Administration
Dashboard] > [ユーザインタフェース] > [スキン
管理] ポートレット経由で) スキンエディタにアクセ
スし、[画像] ページでイメージを検索して、イメージ
のスキンプロパティ名を指定できます。スキンプロパ
ティの「images/」の後には、プロパティ名が続きます
(「images/logo.gif」など)。

メモ: 現在のスキンに含まれていないイメージを適⽤するに
は、[CSS スタイル] フィールドで標準の CSS 背景画像プロ
パティを指定します。[CSS スタイル] フィールドでプロパ
ティを指定して、背景を繰り返すか、中央に配置するか、
ページと共にスクロールするかどうかなど、背景の表⽰⽅法
を制御することもできます。

[メタデータ] タブ
[メタデータ] タブには、ポートレットに固有であり、通常 My webMethods Server がポートレット内に表
⽰する情報を定義するプロパティが含まれています。

[メタデータ] タブを表⽰するには、ページ編集モードからプロパティを表⽰する必要があります。[設定] タ
ブを使⽤しないポートレットもあります。

[ワイヤリング] タブ
[ワイヤリング] タブを使⽤して、プロパティの値をワイヤリングします。[ワイヤリング] タブを表⽰するに
は、ページ編集モードからプロパティを表⽰する必要があります。ワイヤリングプロパティの詳細について
は、349 ページの「ポートレット間でのプロパティのワイヤリング」および350 ページの「プリンシパ
ル属性からポートレットプロパティへのワイヤリング」を参照してください。

ポートレットプロパティの変更
ポートレットのプロパティを設定して、ポートレットの表⽰設定を指定し、ポートレットの機能を定義しま
す。ポートレットのプロパティは、ポートレットを含むページのプロパティとは独⽴して設定します。

ポートレットのプロパティを変更するには

1. システム管理者として、更新するポートレットを含むページに移動して、そのページを開きます。

2. ページのタイトルバーで、  をクリックして [ページを編集] を選択し、ページ編集モードに切り替
えます。

3. 更新するポートレットのタイトルバーが⾮表⽰になっている場合は、[エキスパートとして表⽰] チェック
ボックスをオンにして、タイトルバーを表⽰します。
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4. ポートレットのタイトルバーで、  をクリックして [プロパティ] を選択します。

5. 必要に応じてプロパティを変更します。プロパティの詳細については、344 ページの「ポートレット
プロパティ」を参照してください。

6. ポートレットの下部で、[適⽤] をクリックします。

7. [保存] をクリックします。

ヒント: 更新するポートレットのタイトルバーが表⽰されている場合は、ページ編集モードに切り替えるこ
となくポートレットのプロパティを更新できます。通常表⽰モードでポートレットのプロパティを表⽰す
るには、ポートレットのタイトルバーで  をクリックし、[プロパティ] を選択します。

ポートレットエイリアスの管理
個々のポートレットにエイリアスを割り当てることができます。エイリアスは、ポートレットに付ける新し
い名前またはより簡単な名前です。ポートレットにエイリアスを割り当てると、URL にエイリアスが指定
された場合に My webMethods Server によってエイリアスが認識されて、ユーザが⾃動的にポートレッ
トにリダイレクトされます。

エイリアスは、ポートレットに直接アクセスするために使⽤します。また、エイリアスは、ページ開発者が
複数ポートレットから構成されるアプリケーションを作成する場合にも役⽴ちます。開発者は、エイリアス
を使⽤して、ポートレット間の通信を実⾏できます。

ポートレットエイリアスを追加、編集または削除するには

1. システム管理者として、更新するポートレットを含むページに移動して、そのページを開きます。

2. ページのタイトルバーで、  をクリックして [ページを編集] を選択し、ページ編集モードに切り替
えます。

3. 更新するポートレットのタイトルバーが⾮表⽰になっている場合は、[エキスパートとして表⽰] チェック
ボックスをオンにして、タイトルバーを表⽰します。

4. ポートレットのタイトルバーで、  をクリックして [プロパティ] を選択します。

5. エイリアスを追加するには、以下の⼿順に従います。

a. [プロパティ] ページの [エイリアス] セクションで、[追加] をクリックします。

b. 追加するポートレットのエイリアスをテキストボックスに⼊⼒します。

c. [OK] をクリックします。

6. 既存のエイリアスを編集するには、以下の⼿順に従います。

a. [プロパティ] ページの [エイリアス] セクションで、更新するエイリアスを選択して、[編集] をク
リックします。

b. 新しいポートレットのエイリアスをテキストボックスに⼊⼒します。

c. [OK] をクリックします。

7. エイリアスを削除するには、[プロパティ] ページの [エイリアス] セクションで、削除するエイリアスを
選択して、[削除] をクリックします。

8. ページの下部で、[適⽤] をクリックします。
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9. [保存] をクリックします。

ヒント: 更新するポートレットのタイトルバーが表⽰されている場合は、ページ編集モードに切り替えるこ
となくポートレットのエイリアスを操作できます。通常表⽰モードでポートレットのプロパティを表⽰す
るには、ポートレットのタイトルバーで  をクリックし、[プロパティ] を選択します。

ポートレット間でのプロパティのワイヤリング
ページ上の任意のポートレットの任意のプロパティを、別の任意のポートレットの任意のプロパティと接続
(ワイヤリング)できます。あるプロパティを別のプロパティとワイヤリングした場合、ページがレンダリン
グされると、宛先のプロパティの値がソースプロパティの値で⾃動的に設定されます。この機能を使⽤し
て、複数のポートレットから 1 つの複合アプリケーションを迅速に作成できます。

たとえば、1 つは検索フォーム、もう 1 つは検索結果の表⽰という 2 つのポートレットを含むページを作
成する場合、検索フォームの値 (ソース値) を結果表⽰の⼊⼒値 (宛先値) とワイヤリングできます。ユー
ザが検索フォームになんらかの情報を⼊⼒してサブミットすると、サーバはこの検索の結果を使⽤して、結
果表⽰を更新します。

ポートレット同⼠をワイヤリングするには

1. システム管理者として、ワイヤリングするポートレットを含むページに移動して、そのページを開きま
す。

2. ページのタイトルバーで、  をクリックして [ページを編集] を選択し、ページ編集モードに切り替
えます。

3. ワイヤリングのソースとするポートレットとワイヤリングの宛先とするポートレットを決定します。

宛先のポートレットプロパティは、ソースのポートレットプロパティのプロパティ値を受け取ります。

4. 宛先ポートレットのタイトルバーが⾮表⽰になっている場合は、[エキスパートとして表⽰]チェックボッ
クスをオンにして、タイトルバーを表⽰します。

5. 宛先ポートレットのポートレットタイトルバーで、  をクリックして [プロパティ] を選択します。

6. [ワイヤリング] タブをクリックします。

[ワイヤリング] タブに、ワイヤリング可能な宛先ポートレットのプロパティのリストが表⽰されま
す。

7. ワイヤリングするターゲットプロパティの [ソースポートレット] 列で、ソースとして使⽤するポートレッ
トを選択します。

8. [ソースプロパティ] 列で、使⽤するソースポートレットの特定のプロパティを指定します。

a. [参照] をクリックします。

b. 使⽤するプロパティをリストから選択します。

c. [選択] をクリックします。

9. [適⽤] をクリックします。

10.[保存] をクリックします。
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ページのランタイム表⽰では、宛先ポートレットに、ソースポートレットに設定された値が表⽰されま
す。

ヒント: 宛先ポートレットのタイトルバーが表⽰されている場合は、ページ編集モードに切り替えることな
くポートレットをワイヤリングできます。ポートレットの [ワイヤリング] ページを表⽰するには、ポート
レットタイトルバーで  をクリックし、[ワイヤリング] を選択します。

プリンシパル属性からポートレットプロパティへのワイヤリング
ユーザとグループには、ポートレットにワイヤリングできるプリンシパル属性のセットがあります。たと
えば、ユーザがページを表⽰する際に、あるポートレットが郵便番号を使⽤して特定の情報を表⽰するとし
ます。郵便番号がプリンシパル属性プロバイダからワイヤリングによって提供された場合、郵便番号属性が
ディレクトリサービス内で変更されると、ポートレットは変更された属性値を使⽤します。

プリンシパル属性をポートレットにワイヤリングするには

1. システム管理者として、ワイヤリングするポートレットを含むページに移動して、そのページを開きま
す。

2. ページのタイトルバーで、  をクリックして [ページを編集] を選択し、ページ編集モードに切り替
えます。

3. ポートレットのタイトルバーが⾮表⽰になっている場合は、[エキスパートとして表⽰] チェックボックス
をオンにして、タイトルバーを表⽰します。

4. ポートレットのポートレットタイトルバーで、  をクリックして [プロパティ] を選択します。

5. [ワイヤリング] タブをクリックします。

6. ワイヤリングするターゲットプロパティの [ソースポートレット] 列で、[その他] を選択します。

[ポータルリソースの選択] ウィンドウが開きます。

7. [グローバルワイヤリングデータ] をクリックします。

8. [ユーザプロファイルのワイヤリング] を [選択された項⽬] ボックスに移動し、[選択] をクリックします。

[ポータルリソースの選択] ウィンドウが閉じます。

9. [ソースプロパティ] 列で、ソースとして使⽤する特定のプロパティを指定します。

a. [参照] をクリックします。

[ワイヤリングされたプロパティの選択] ウィンドウが開きます。

b. 使⽤するプロパティをリストから選択します。

c. [選択] をクリックします。

10.[適⽤] をクリックします。

11.[保存] をクリックします。

ポートレットを含むページを表⽰するユーザに属する属性値を使⽤するようにポートレットがワイヤリ
ングされます。
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ヒント: ポートレットのタイトルバーが表⽰されている場合は、ページ編集モードに切り替えることなく
ポートレットをワイヤリングできます。ポートレットの [ワイヤリング] ページを表⽰するには、ポート
レットタイトルバーで  をクリックし、[ワイヤリング] を選択します。

My webMethods ナビゲーションのカスタマイズについて
My webMethods のナビゲーションパネルを以下のようにカスタマイズできます。

ナビゲーションパネルの [アプリケーション] セクションに選択肢を追加できます。以下のものを追加でき
ます。

[監視] または [管理] サブセクションへのページの追加

[アプリケーション] セクションへのページの新規フォルダの追加

フォルダは、[アプリケーション] セクション内の新規サブセクションとなります。フォルダに含まれ
ているアイテムは、新規サブセクション内の選択肢となります。

詳細については、351 ページの「My webMethods のナビゲーションへの選択肢の追加」を参照し
てください。

ナビゲーションパネルの [アプリケーション] セクションの [監視] または [管理] サブセクションから選
択肢を削除できます。詳細については、352 ページの「My webMethods ナビゲーションからの選
択肢の削除」を参照してください。

ナビゲーションパネルの標準的なタブおよびセクションを⾮表⽰にできます。

[ナビゲーション] タブを完全に⾮表⽰にできます。[ナビゲーション] タブを表⽰する場合は、[ナビゲーショ
ン] タブにある [アプリケーション] または [ワークスペース] セクションを⾮表⽰にできます。[ツール] タブ
を完全に⾮表⽰にすることもできます。詳細については、353 ページの「My webMethods のナビ
ゲーションの標準的なタブおよびセクションの⾮表⽰」を参照してください。

My webMethods のナビゲーションの [アプリケーション] セクションをカスタム分類で完全に置換でき
ます。詳細については、354 ページの「My webMethods アプリケーションのナビゲーションを独
⾃の分類と置換」を参照してください。

My webMethods のナビゲーションへの選択肢の追加
システム管理者は、My webMethods のナビゲーションの [アプリケーション] セクションにカスタムのペー
ジやページのフォルダを追加できます。

My webMethods のナビゲーションの [アプリケーション] セクションに選択肢を追加するには

1. ナビゲーションパネルに追加するカスタムフォルダまたはカスタムページを作成します。詳細について
は、334 ページの「カスタムフォルダおよびカスタムページについて」と335 ページの「カスタム
ページの作成」を参照してください。

フォルダまたはページを作成する場合は、以下のいずれかの場所に保存します。

ページを [アプリケーション] セクションの [監視] サブセクションに追加するには、以下の場所に追
加します。
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[フォルダ] > [My webMethods アプリケーション] > [ファブリックタスク] > [監視]

ページを [アプリケーション] セクションの [管理] サブセクションに追加するには、以下の場所に追
加します。

[フォルダ] > [My webMethods アプリケーション] > [ファブリックタスク] > [管理]

フォルダを追加して、[アプリケーション] セクション内に新規のカスタムサブセクションを作成する
には、以下の場所に追加します。

[フォルダ] > [My webMethods アプリケーション] > [ファブリックタスク]

カスタムサブセクションにページを追加するには、サブセクションとして使⽤しているフォルダに
ページを追加します。たとえば、「Custom Pages」という名前のフォルダを追加すると、以下の
場所にページを追加できます。

[フォルダ] > [My webMethods アプリケーション] > [ファブリックタスク] > [Custom Pages]

2. システム管理者として、ナビゲーションパネルに追加するフォルダまたはページに移動して、そのフォ
ルダまたはページを開きます。

3. ページのタイトルバーで、  をクリックして [プロパティ] を選択します。

4. [タスクフォルダ] チェックボックスをオンにして、My webMethods Server が My webMethods のナ
ビゲーションパネルにページを表⽰することを指定します。

5. ユーザがナビゲーションパネルからページに移動したときに、ページが My webMethods Server に
よって新しいタブに⾃動的に開かれるようにする場合は、[開くことができる] チェックボックスをオンに
します。

6. [適⽤] をクリックして、[プロパティ] ページを閉じます。

他の My webMethods ページと同様に、ページに対してアクセス特権を設定できます。

My webMethods ナビゲーションからの選択肢の削除
システム管理者は、My webMethods のナビゲーションの [アプリケーション] セクションから、カスタム
ページ、カスタムフォルダ、およびデフォルトページを削除できます。

カスタムページおよびカスタムフォルダは、以下のように削除できます。

[フォルダ] > [My webMethods アプリケーション] > [ファブリックタスク] 内の場所からカスタ
ムページやカスタムフォルダを削除することによって、これらを完全に削除できます。

ページまたはフォルダのプロパティで [タスクフォルダ] チェックボックスをオフにして、My
webMethods においてページまたはフォルダを⼀時的に⾮表⽰にし、ナビゲーションにこれらが
表⽰されないようにすることができます。

デフォルトページを削除する場合は、ページを削除するのではなく、ページのプロパティで [タスクフォ
ルダ] チェックボックスをオフにすることをお勧めします。

デフォルトの [監視] または [管理] サブセクションのいずれかまたは両⽅を削除するには、[フォルダ]
> [システム] > [シェルセクション] > [Noodle Shell 左側ナビゲーション] > [左側ナビゲーション]
のプロパティを更新します。詳細については、353 ページの「My webMethods のナビゲーション
の標準的なタブおよびセクションの⾮表⽰」を参照してください。
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My webMethods のナビゲーションの [アプリケーション] セクションから選択肢を削除するには

1. システム管理者として、[フォルダ] > [My webMethods アプリケーション] > [ファブリックタスク]
に移動して開きます。

2. カスタムフォルダまたはカスタムページを完全に削除するには、フォルダまたはページのタイトルバー
で  をクリックして削除します。

3. カスタムフォルダ、カスタムページまたはデフォルトページを⾮表⽰にするには、以下の⼿順に従いま
す。

a. フォルダまたはページのタイトルバーで  をクリックし、[プロパティ] を選択して、フォルダ
またはページのプロパティを開きます。

b. [タスクフォルダ] チェックボックスをオフにします。

c. [適⽤] をクリックします。

My webMethods のナビゲーションの標準的なタブおよびセクションの⾮
表⽰
システム管理者は、My webMethods のナビゲーションに使⽤される左側ナビゲーションページのプロパ
ティを設定して、以下の操作を実⾏できます。

[ナビゲーション] タブまたは [ツール] タブを完全に⾮表⽰にできます。

[ナビゲーション] タブに表⽰されている [アプリケーション] セクションまたは [ワークスペース] セクション
のいずれかまたは両⽅を⾮表⽰にできます。

My webMethods のナビゲーションの標準的なタブまたはセクションを⾮表⽰にするには

1. システム管理者として、以下の場所に移動します。

[フォルダ] > [システム] > [シェルセクション] > [Noodle Shell 左側ナビゲーション] > [左側ナビゲーション]

2. [左側ナビゲーション] ページの⾏で  をクリックし、[プロパティ] を選択します。

3. ページの [ポートレット設定] セクションで、以下のチェックボックスをオンまたはオフにして、タブと
セクションを表⽰または⾮表⽰にします。

チェックボックス 説明

[Show
Workspaces]

[ナビゲーション] タブの [ワークスペース] セクションを表⽰または⾮表⽰にし
ます。

[Show
Applications]

[ナビゲーション] タブの [アプリケーション] セクションを表⽰または⾮表⽰にし
ます。

[Show Tools] [ツール] タブを表⽰または⾮表⽰にします。

[Show
Navigate]

[ナビゲーション] タブを表⽰または⾮表⽰にします。
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4. [適⽤] をクリックします。

My webMethods アプリケーションのナビゲーションを独⾃の分類と置換
システム管理者は、My webMethods のナビゲーションパネルの [アプリケーション] セクションをカスタム
分類と完全に置換できます。

カスタム分類を作成するには、使⽤する分類を含む、代替アプリケーションルートページを作成します。そ
の後、My webMethods がナビゲーションパネルとして使⽤している [左側ナビゲーション] ページのプロ
パティを、新しいアプリケーションルートを指すように設定します。

My webMethods の [アプリケーション] 分類をカスタム分類で置換するには

1. システム管理者として、アプリケーションルートとして使⽤する新しいページを作成します。以下のい
ずれかの場所にページを作成することをお勧めします。

フォルダ

[フォルダ] > [パブリックフォルダ]

ページを作成するときに、ナビゲーションパネルで表⽰する名前をページに対して割り当てます。割り
当てる名前は、[アプリケーション] セクションの新しい名前となります。

2. 新しいアプリケーションルートページにエイリアスを割り当てます。

a. 新しいアプリケーションルートページの⾏で  をクリックし、[プロパティ] を選択します。

b. [エイリアス] フィールドで、[追加] をクリックします。

c. テキストボックスに、新しいアプリケーションルートに指定するエイリアスを割り当てて、[OK]
をクリックします。

d. [適⽤] をクリックします。

3. 新しいアプリケーションルートページ内に分類を作成します。

分類にサブセクションを追加するには、コンテナとして使⽤するページまたはフォルダを追加しま
す。追加したページまたはフォルダに、分類内のサブセクション名として使⽤する名前を割り当て
ます。

情報を表⽰するページを追加するには、ページを追加します。分類で表⽰する名前をページに対し
て割り当てます。

カスタムフォルダおよびカスタムページの作成の詳細については、334 ページの「カスタムフォルダ
およびカスタムページについて」および 335 ページの「カスタムページの作成」を参照してくださ
い。

4. My webMethods Server が My webMethods のナビゲーションとして使⽤している [左側ナビゲー
ション] ページのプロパティを、新しいカスタムアプリケーションルートを指すように設定します。

a. 次の場所に移動します。

[フォルダ] > [システム] > [シェルセクション] > [Noodle Shell 左側ナビゲーション] > [左側ナビゲー
ション]

b. [左側ナビゲーション] ページの⾏で  をクリックし、[プロパティ] を選択します。
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c. [Applications Root] フィールドに、作成したアプリケーションルートページに割り当てたエイ
リアスの名前を⼊⼒します。

d. [適⽤] をクリックします。

bean の有効期限ポリシーの変更
デフォルトでは、My webMethods ユーザが前のフォルダ (タスク受信トレイなど) に戻ると、フォルダ
はリフレッシュされ、フォルダに対する保存されていない変更は失われます。システム管理者は、ユー
ザが既存のデータを含むタブに戻ったときにそれが表⽰されるように、Fabric フォルダまたはワークス
ペーステンプレートの bean の有効期限ポリシーを変更できます。ポリシーを設定すると、ユーザが My
webMethods でそのフォルダまたはワークスペースを表⽰するときに常に適⽤されます。

bean の有効期限ポリシーを変更するには

1. システム管理者として、以下のいずれかを⾏います。

Fabric フォルダの場合、[フォルダ] > [My webMethods アプリケーション] > [ファブリックタス
ク] に移動します。

bean の有効期限ポリシーを変更できるフォルダは、  で識別されます。

ワークスペーステンプレートの場合、[フォルダ] > [システム] > [テンプレート] > [ワークスペー
ステンプレート] > [デフォルトワークスペーステンプレート] に移動します。

2. Fabric フォルダのタイトルバーまたはデフォルトワークスペーステンプレートで、  をクリックし、
[プロパティ] を選択します。

3. [beanExpirePolicy] フィールドに、「do_not_expire」と⼊⼒します。

4. [適⽤] をクリックします。

変更するフォルダごとに、この変更を個別に⾏います。

My webMethods のルックアンドフィールのカスタマイズについて
システム管理者は、My webMethods で使⽤されているスキンを更新することによって、My
webMethods のルックアンドフィールを変更できます。My webMethods のルックアンドフィールを以下
のようにカスタマイズできます。

Software AG のロゴを⾃社のロゴなどに変更できます。

My webMethods ユーザインタフェースで使⽤されている⾊を変更できます。

カスタムのシェルおよびスキンを使⽤して、My webMethods のルックアンドフィールを完全にカス
タマイズできます。

My webMethods ユーザインタフェースのロゴの置換
システム管理者は、My webMethods で使⽤されているスキンのイメージを更新して、My webMethods
ユーザインタフェースで使⽤されているイメージを変更できます。インタフェース上部に表⽰され
る Software AG のロゴを変更するには、logo.gif イメージを更新します。スキンの詳細について
は、381 ページの「スキンのカスタマイズ」を参照してください。
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My webMethods では、「Noodle - Twilight」スキンが使⽤されています。「Noodle - Twilight」スキン
は更新しないで、このスキンのコピーを作成し、そのコピーを更新して、My webMethods で変更したス
キンのコピーを使⽤するように設定することをお勧めします。

My webMethods ユーザインタフェースのロゴを置換するには

1. 「Noodle - Twilight」スキンのコピーを作成します。

a. システム管理者として、[フォルダ] > [管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [ユー
ザインタフェース] > [スキン管理] に移動します。

b. ページの上部にある [新規スキンの作成] リンクをクリックします。

c. [新規スキンの作成] ページで、次を指定します。

フィールド 説明

[システム名] ⽂字、数字および下線のみを含む短い名前。My webMethods Server で
は、この名前が内部的に使⽤されます。

[表⽰名] スキン名をユーザインタフェースに表⽰する場合に My webMethods
Server で使⽤される説明的な名前。

[親スキン] Noodle - Twilight

d. [保存] をクリックします。

2.  をクリックして [編集] を選択し、新しいスキンのプロパティを編集します。

3. [画像] タブをクリックします。

4. logo.gif イメージのイメージを更新します。⼿順については、387 ページの「スキン内の
イメージの置き換え」を参照してください。

5. 更新したスキンを使⽤するように My webMethods を設定します。

a. [フォルダ] > [管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [ユーザインタフェース] > [ス
キンルールの管理] に移動します。

b. [My webMethods] リンクをクリックして、My webMethods で使⽤されているスキンルール
を開きます。

c. [ルールの変更] タブの [結果] リストで、新しいスキンを選択します。

d. [ルールの更新] をクリックします。

My webMethods ユーザインタフェースの表⽰⾊の変更
システム管理者は、My webMethods で使⽤されているスキンの⾊を更新することによって、My
webMethods ユーザインタフェースで使⽤されている⾊を変更できます。スキンの詳細について
は、381 ページの「スキンのカスタマイズ」を参照してください。
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My webMethods では、「Noodle - Twilight」スキンが使⽤されています。「Noodle - Twilight」スキン
は更新しないで、このスキンのコピーを作成し、そのコピーを更新して、My webMethods で変更したス
キンのコピーを使⽤するように設定することをお勧めします。

My webMethods ユーザインタフェースの⾊を変更するには

1. 「Noodle - Twilight」スキンのコピーを作成します。

a. システム管理者として、[フォルダ] > [管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [ユー
ザインタフェース] > [スキン管理] に移動します。

b. ページの上部にある [新規スキンの作成] リンクをクリックします。

c. 新しいスキンのフィールドに⼊⼒します。

フィールド 説明

[システム名] ⽂字、数字および下線のみを含む短い名前。My webMethods Server で
は、この名前が内部的に使⽤されます。

[表⽰名] スキン名をユーザインタフェースに表⽰する場合に My webMethods
Server で使⽤される説明的な名前。

[親スキン] Noodle - Twilight

d. [保存] をクリックします。

2.  をクリックして [編集] を選択し、新しいスキンのプロパティを編集します。

3. [⾊] タブをクリックします。

4. ⾊を更新します。⼿順については、388 ページの「カラーピッカーを使⽤した⾊の
置き換え」を参照してください。

5. 更新したスキンを使⽤するように My webMethods を設定します。

a. [フォルダ] > [管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [ユーザインタフェース] > [ス
キンルールの管理] に移動します。

b. [My webMethods] リンクをクリックして、My webMethods で使⽤されているスキンルール
を開きます。

c. [ルールの変更] タブの [結果] リストで、新しいスキンを選択します。

d. [ルールの更新] をクリックします。

My webMethods へのカスタムのスキンおよびシェルの適⽤
システム管理者は、カスタムのスキンおよびシェルを使⽤するように設定することによって、My
webMethods のルックアンドフィールを完全に変更できます。
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My webMethods にカスタムのスキンおよびシェルを適⽤するには

1. 使⽤するカスタムシェルを作成します。⼿順については、407 ページの「My webMethods Server
でのシェルの使⽤」を参照してください。

2. 使⽤するカスタムスキンを作成します。⼿順については、381 ページの「スキンのカスタ
マイズ」を参照してください。

3. カスタムシェルを使⽤するように My webMethods を設定します。

a. [フォルダ] > [管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [ユーザインタフェース] >
[シェルルールの管理] に移動します。

b. [My webMethods] リンクをクリックして、My webMethods で使⽤されているシェルルール
を開きます。

c. [ルールの変更] タブの [結果] リストで、カスタムシェルの名前を選択します。

d. [ルールの更新] をクリックします。

4. カスタムスキンを使⽤するように My webMethods を設定します。

a. [フォルダ] > [管理⽤フォルダ] > [Administration Dashboard] > [ユーザインタフェース] > [ス
キンルールの管理] に移動します。

b. [My webMethods] リンクをクリックして、My webMethods で使⽤されているスキンルール
を開きます。

c. [ルールの変更] タブの [結果] リストで、カスタムスキンの名前を選択します。

d. [ルールの更新] をクリックします。

My webMethods への簡単なフロントエンドページの作成
少数の My webMethods ページのみにアクセスする必要があるユーザが存在する場合、そのユーザがこれ
らのページに簡単にアクセスできるようにするために、ユーザが必要とするページへのリンクのみを備えた
簡単なページを作成できます。

フロントエンドページに含めるリンクでは、ページのエイリアスを使⽤した URL を使⽤できます。⼀部の
My webMethods アプリケーションページには、デフォルトでエイリアスが割り当てられています。使⽤
するアプリケーションページにエイリアスがない場合は、ページにエイリアスを割り当てることができま
す。エイリアスを割り当てると、My webMethods のナビゲーションパネルからページを選択する代わり
に、ページのエイリアスを使⽤した URL を⼊⼒することによってページに直接移動できます。

My webMethods への簡単なフロントエンドページを作成するには

1. フロントエンドページに含めるアプリケーションページを特定します。

2. 各アプリケーションページに対して、そのページのエイリアスを特定するか、またはページにエイリア
スがない場合はエイリアスを割り当てます。

a. システム管理者として、以下の場所に移動します。

[フォルダ] > [My webMethods アプリケーション] > [ファブリックタスク]

b. さらに、必要なアプリケーションページに移動して、そのページを開きます。
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c. ページのタイトルバーで、  をクリックして [プロパティ] を選択します。

d. 画⾯の [エイリアス] セクションで、ページのエイリアスを確認します。ページにエイリアスが存在
しない場合は、エイリアスを割り当てます。

e. [適⽤] をクリックして、[プロパティ] ページを閉じます。

3. アプリケーションページへのリンクを含む Web ページを作成します。以下に⽰す URL を使⽤しま
す。変数の意味は以下のとおりです。

host_name  および port_number  は、My webMethods Server のホスト名とポート番号で
す。

alias  は、アプリケーションページのエイリアス名です。

http://host_name :port_number /alias

たとえば、My webMethods Server のホスト名とポートが「mws.company.com:8585」であり、
「webm.apps.workflow.inbox」というエイリアスを持つタスク受信トレイページにアクセスする必
要がある場合は、以下の URL を使⽤します。

http://mws.company.com:8585/webm.apps.workflow.inbox

シングルサインオン⽤のリンクの作成
シングルサインオンとは、ユーザがあるアプリケーションにログインすると、別途ログインすることなく他
のアプリケーションを使⽤できる機能を指します。My webMethods Server では、セキュリティ情報交換
の XML ベースのフレームワークである SAML を介したシングルサインオンをサポートしています。

シングルサインオンを利⽤するには、ユーザがソースサーバとターゲットエンティティの両⽅で認識されて
いる必要があります。ほとんどの場合、同じディレクトリサービスを使⽤することでユーザを共通に認識で
きます。シングルサインオンのターゲットとしてサーバを設定する⽅法の詳細については、278 ページの
「My webMethods Server シングルサインオンの設定」を参照してください。

任意のページで、サーバなどの SAML ターゲットエンティティへのリンクを追加できます。ターゲットが
ソースサーバからの SAML アサーションを受け⼊れる場合は、既知のユーザがリンクをクリックしたとき
に、ログインクレデンシャルは要求されません。ターゲットエンティティがソースサーバからの SAML ア
サーションを受け⼊れない場合、またはユーザがターゲットエンティティで認識されていない場合は、ログ
インクレデンシャルが要求されることがあります。

SAML 仕様では、アーティファクトレシーバと呼ばれる媒介が、ターゲットの Web アプリケーションに代
わって認証を実⾏できます。このような場合、SAML ソースは 2 つの URL を必要とします。⼀⽅はアー
ティファクトレシーバ⽤で、もう⼀⽅はターゲット Web アプリケーション⽤です。

編集権限のある任意のページに 1 つ以上の SAML リンクを配置できます。

ソースページに SAML リンクを作成するには

1. ページの右上で  をクリックし、[ページを編集] を選択します。

2. [使⽤可能なポートレット] パネルの [ルート] リストで、[リンク] をクリックします。

3. [使⽤可能なポートレット] パネルの [リンク] リストで、[単⼀サインオンリンク] ポートレットをドラッグ
し、ページ上のリンクを追加する位置にドロップします。



M
Even Header

My webMethods Server でのページの管理

My webMethods Server 管理者ガイド バージョン 10.4 360

カーソルを有効なページ位置に移動するたびに、カーソル位置の下に⾚いボックスが表⽰されます。こ
のボックスは、マウスボタンを離した場合にポートレットが配置される場所を⽰します。

4. ページ制御領域の左側で、[保存] をクリックします。

5. 単⼀サインオンポートレットのタイトルバーの右端で、  をクリックし、[プロパティ] を選択しま
す。

6. [プロパティ] で次を指定します。

プロパティ 説明

[名前] [単一サインオンリンク] をリンクの内容に合ったテキスト
で置換します。

[SAML 認証 URL] ターゲットコンピュータ上のリソースの URL を⼊⼒し
ます。サーバ上の任意のページをターゲットにできま
す。SAML アーティファクトレシーバを介して Web アプ
リケーションに接続している場合は、このフィールドを
アーティファクトレシーバ URL ⽤に使⽤します。

ターゲットコンピュータにデータを渡す⽅法を決定しま
す。

POST HTTP 要求の本⽂でデータを渡します。デ
フォルトである POST は、シングルサインオ
ンデータに対して推奨される⽅法です。

[POST または GET の使⽤]

[GET を
使⽤]

URL に付加した疑問符の後のストリングとし
てデータを渡します。

[アーティファクトパラメータ名] 別のサーバまたは他の webMethods 製品との SAML 接続
である場合は、デフォルト値の「SAMLart」を変更しない
でください。サードパーティソースへの SAML 接続である
場合は、サードパーティアプリケーションで使⽤されてい
るアーティファクトパラメータ名を⼊⼒します。

[アプリケーションターゲット URL] SAML アーティファクトレシーバの URL を [SAML 認証
URL] フィールドに⼊⼒した場合は、Web アプリケーショ
ンの URL を⼊⼒します。それ以外の場合は、このフィール
ドを空⽩のままにします。

7. [適⽤] をクリックします。
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ワークスペースについて
ワークスペースは、特定の⽬的のためにユーザが作業領域として作成および使⽤するページです。ユーザ
は、ワークスペースにポートレットをドラッグして、ワークスペースのコンテンツを作成します。たとえ
ば、ユーザがある問題を解決する必要がある場合に、その問題に関する情報収集⽤のワークスペースを作成
することができます。この場合は、問題に関連するワークスペースに添付ファイルツールを追加して、その
ワークスペースにファイルを添付します。問題を⽰す画⾯ショットがある場合は、イメージツールをワーク
スペースに追加することができます。

他のユーザとワークスペースを共有して、複数のユーザが共同で作業することもできます。たとえば、添
付ファイルツールをワークスペースに追加すると、ワークスペースを共有するユーザは、ファイルのアップ
ロードと共有を実⾏できます。ワークスペースの所有者は、ワークスペースを共有する他のユーザが実⾏で
きるアクションを決定する権限を設定します。

ワークスペースは必要に応じていくつでも作成できます。ワークスペース作成のきっかけとなった問題が解
決されたなどの理由により、ワークスペースが不要になったときは、そのワークスペースを単に削除するだ
けです。

ワークスペースの作成や共有およびワークスペースへのポートレットの追加など、ワークスペースの基本的
な使⽤⽅法の詳細については、『Working with My webMethods』を参照してください。

システム管理者および My webMethods 管理者は、ユーザのワークスペース機能を制限または拡張できま
す。詳細については、362 ページの「ワークスペースの管理タスク」を参照してください。

機能を制限するには、管理者がユーザの権限を設定して、標準で許可されている機能を拒否します。た
とえば、ユーザが新しいワークスペースを作成する機能特権を拒否できます。

機能を拡張するには、管理者がユーザの権限を設定して、標準で許可されていない機能を許可しま
す。たとえば、次の権限を付与できます。

ユーザをエキスパートユーザにする機能特権。エキスパートユーザは、ワークスペースの開発
をサポートする追加プロパティおよびメニューアクションにアクセスできます。詳細について
は、366 ページの「ワークスペース開発⽤のエキスパートユーザ機能」を参照してください。

[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [ワークスペース管理]
ページへのアクセス権。ユーザは、このページからワークスペースに対してアクションを実⾏でき
ます。詳細については、372 ページの「[ワークスペース管理] ページから実⾏できるワークス
ペースアクション」を参照してください。

さらに、システム管理者は My webMethods ナビゲーションの [ツール] タブをカスタマイズできます。
詳細については、378 ページの「My webMethods ツールナビゲーションについて」を参照してくださ
い。

ワークスペースの管理タスク
システム管理者および My webMethods 管理者は、次のタスクを実⾏して、ユーザのワークスペース機能
を拡張または制限できます。

ユーザに対する [ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [ワークス
ペース管理] ページへのアクセス権の付与。このアクセス権があると、ユーザはワークスペースの検索
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およびワークスペースに対するアクションを実⾏できます。詳細については、363 ページの「ユーザ
に対する [ワークスペース管理] ページへのアクセスの許可」を参照してください。

ワークスペースの表⽰および作成など、ユーザによる基本的なワークスペースアクション実⾏の禁⽌。
詳細については、364 ページの「ワークスペース機能特権」と365 ページの「ユーザが実⾏可能な
ワークスペース機能の制御」を参照してください。

ユーザに対するエキスパートワークスペース開発特権の付与。この特権は、ワークスペースの作成時に
使⽤できる追加機能をユーザに提供します。詳細については、364 ページの「ワークスペース機能特
権」、365 ページの「ユーザが実⾏可能なワークスペース機能の制御」、366 ページの「ワークス
ペース開発⽤のエキスパートユーザ機能」を参照してください。

すべてのユーザの My webMethods ナビゲーションから [ワークスペース] セクションを削除する。詳
細については、353 ページの「My webMethods のナビゲーションの標準的なタブおよびセクション
の⾮表⽰」を参照してください。

My webMethods ナビゲーションの [ツール] タブに表⽰される分類のカスタマイズ。詳細について
は、379 ページの「My webMethods ワークスペースツールのカスタマイズ」を参照してくださ
い。

システム管理者がアクションを実⾏して、ユーザのワークスペースを修正または削除する必要がある場合
に、[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [ワークスペース管理] ページ
経由ではこの操作を実⾏できないときは、ユーザのパーソナルフォルダにあるワークスペースにアクセス
して、問題の修正を試みることができます。My webMethods Server は、ワークスペースを作成したユー
ザのパーソナルフォルダに、それぞれのワークスペースを保存します。たとえば、「jsmith」というユー
ザがワークスペースを作成した場合、システム管理者のユーザインタフェースを使⽤して、[フォルダ] >
[ユーザ] > [jsmith のルートフォルダ] > [ワークスペース] で、このワークスペースに移動できます。

ユーザに対する [ワークスペース管理] ページへのアクセスの許可
My webMethods には、[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [ワーク
スペース管理] ページがあります。このページを使⽤すると、ユーザがワークスペースに対するアクション
を実⾏できます。詳細については、372 ページの「[ワークスペース管理] ページから実⾏できるワーク
スペースアクション」を参照してください。

デフォルトでは、My webMethods 管理者のみが [ワークスペース管理] ページにアクセスできます。エ
ンドユーザはアクセスできません。ただし、エンドユーザは、My webMethods ナビゲーションの [ワーク
スペース] セクションにある右クリックメニューおよび開いているワークスペースにあるタブのメニューか
ら、同じアクションの多くを実⾏できます。[ワークスペース管理] ページ経由でのみ使⽤可能なワークス
ペースアクションは、次のとおりです。

ワークスペースの検索

ファイルへのワークスペースのエクスポート

ファイルにエクスポート済みのワークスペースのインポート

システム管理者および My webMethods 管理者は権限を割り当てて、ユーザ、グループ、および役割に
[ワークスペース管理] ページへのアクセスを許可できます。

ユーザに [ワークスペース管理] ページへのアクセスを許可するには

1. [権限の管理] ページに移動します。
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My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [権限の管理]

システム管理者として次のように選択します。[フォルダ] > [管理⽤フォルダ] > [Administration
Dashboard] > [設定] > [権限の管理]

2. [権限の管理] ページを使⽤して、[ワークスペース管理] ページへのアクセス権を付与およびアクセス
特権を設定するユーザ、グループ、および役割を選択します。

特権を設定するときは、[権限] ツリーで以下を選択します。

[アクセス特権] > [管理] > [システム全体] > [ワークスペース管理]

[権限の管理] ページを使⽤してアクセス特権を設定する⽅法の詳細については、142 ページの「アク
セス特権および機能特権の管理」を参照してください。

ワークスペース機能特権
ワークスペース機能特権は、ユーザがワークスペースに対して実⾏できるアクションを管理します。システ
ム管理者および My webMethods 管理者は、ユーザ、グループ、および役割のデフォルト権限を変更でき
ます。詳細については、365 ページの「ユーザが実⾏可能なワークスペース機能の制御」を参照してくだ
さい。

次の表に、My webMethods で使⽤可能なワークスペース機能特権とそのデフォルト設定を⽰します

機能特権 デフォルト設定 説明

ワークスペースの表
⽰

許可済み ユーザがワークスペースを表⽰できるかどうかを制御しま
す。

ユーザがワークスペースの表⽰機能特権を拒否されている
場合、My webMethods Server は My webMethods ナビ
ゲーションの [ナビゲーション] タブに [ワークスペース] セク
ションを表⽰しません。

メモ: ワークスペースの表⽰機能特権が拒否されているときで
も、ユーザが [ワークスペース管理] ページにアクセスでき
る場合は、ワークスペースを検索して開くことができます。
詳細については、363 ページの「ユーザに対する [ワーク
スペース管理] ページへのアクセスの許可」と374 ページ
の「ワークスペースを開く」を参照してください。

ワークスペースの編
集

許可済み ユーザがワークスペースにポートレットを追加できるかど
うかを制御します。

ユーザがワークスペースの編集機能特権を拒否されている
場合、My webMethods Server は My webMethods ナビ
ゲーションの [ツール] タブを表⽰しません。

メモ: ワークスペースの編集機能特権が拒否されている場合
でも、ユーザはワークスペースプロパティの設定、ワーク
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機能特権 デフォルト設定 説明

スペース内でのポートレットの再配置、ポートレットプロパ
ティの設定、およびワークスペースからのポートレットの削
除は実⾏できます。

ワークスペースの作
成

許可済み ユーザが新しいワークスペースを作成できるかどうかを制
御します。

ユーザがワークスペースの作成機能特権を拒否されている
場合、My webMethods Server は My webMethods ナビ
ゲーションに [新規] タブを表⽰しません。

ワークスペースのイ
ンポート

許可済み ユーザがファイルにエクスポート済みのワークスペースを
インポートできるかどうかを制御します。

ユーザがワークスペースのインポート機能特権を拒否され
ている場合、My webMethods Server は [ワークスペー
ス管理] ページの [インポート] ボタンを表⽰しません。

エキスパートワーク
スペース開発

拒否 ワークスペースおよびページの作成時に使⽤できる追加
機能をユーザに提供します。エキスパートワークスペー
ス開発機能特権を持つユーザは、追加プロパティおよび
メニューアクションにアクセスできます。詳細について
は、366 ページの「ワークスペース開発⽤のエキスパー
トユーザ機能」を参照してください。

ユーザが実⾏可能なワークスペース機能の制御
システム管理者および My webMethods 管理者が、ユーザ、グループ、および役割に 364 ページの
「ワークスペース機能特権」で説明する機能特権を付与または拒否するには、以下の⼿順に従います。

ユーザにワークスペース機能特権を付与または拒否するには

1. [権限の管理] ページに移動します。

My webMethods で次のように選択します。[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] >
[システム全体] > [権限の管理]

システム管理者として次のように選択します。[フォルダ] > [管理⽤フォルダ] > [Administration
Dashboard] > [設定] > [権限の管理]

2. [権限の管理] ページを使⽤して、使⽤および機能特権を付与または拒否するユーザ、グループ、およ
び役割を選択します。

ワークスペース機能特権を付与または拒否するには、[権限] ツリーの次の部分に移動し、364 ペー
ジの「ワークスペース機能特権」の説明にある特権を付与または拒否します。

[機能特権] > [全般]
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[権限の管理] ページを使⽤して機能特権を設定する⽅法の詳細については、142 ページの「アクセス
特権および機能特権の管理」を参照してください。

ワークスペース開発⽤のエキスパートユーザ機能
エキスパートユーザは、エキスパートワークスペース開発機能特権を割り当てられているユーザです。管理
者がこの機能特権を割り当てる⽅法の詳細については、365 ページの「ユーザが実⾏可能なワークスペー
ス機能の制御」を参照してください。

エキスパートユーザは、次の追加プロパティおよびメニューアクションにアクセスできます。

ワークスペースプロパティ ワークスペースのレイアウトを効率的に管理します。詳細について
は、366 ページの「エキスパートユーザ⽤のワークスペースプロパティ」を参照してください。

ワークスペース内のポートレットのプロパティ ポートレットのコンテンツおよびワークスペースでのポート
レットの表⽰⽅法を効率的に管理します。たとえば、エキスパートユーザは、ポートレットのタイト
ルバーが表⽰されないようにポートレットを設定できます。詳細については、369 ページの「エキス
パートユーザ⽤のポートレットプロパティ」を参照してください。

ポートレットメニューアクション

My webMethods Server がワークスペースのレンダリング時にポートレットを配置するよう指定
する

ポートレットの権限を設定する

詳細については、371 ページの「エキスパートユーザ⽤のポートレットメニューオプション」を参照
してください。

メモ: ワークスペースだけではなく、通常のページを使⽤する場合でも、エキスパートユーザには、これら
の追加プロパティおよびポートレットメニューオプションが表⽰されます。

エキスパートユーザ⽤のワークスペースプロパティ

[全般] タブ
[全般] タブのワークスペースプロパティは、ユーザのエキスパートワークスペース開発特権の有無に関
係なく、まったく同じです。これらのワークスペースプロパティの詳細については、『Working with My
webMethods』を参照してください。

[レイアウト] タブ
エキスパートワークスペース開発特権の有無に関係なく、ユーザは [レイアウト] タブを使⽤できますが、⼀
部のプロパティはエキスパートユーザ専⽤です。

次の表に、[レイアウト] タブのワークスペースプロパティを⽰します。
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プロパティ 使⽤可能ユーザ 説明

[表⽰形式] エキスパートユー
ザ

このプロパティは、列、⾏、およびポートレットの枠
と⾮表⽰のポートレットタイトルバーを表⽰するかど
うかを⽰します。

枠または⾮表⽰のタイトルバーを表⽰しない場合
は、[エンドユーザ]を選択します。

枠および⾮表⽰のタイトルバーを表⽰する場合は、
[エキスパートユーザ] を選択します。

枠があると、ポートレットを配置するときに役⽴ち
ます。また、ポートレットのプロパティを設定して
タイトルバーを⾮表⽰にする場合は、エキスパート
ユーザとしてページを表⽰し、タイトルバーを再表
⽰して、ポートレットを移動したり、プロパティに
アクセスしたりするなど、ポートレットに対してア
クションを実⾏します。

[編集可能なキャ
ンバス]

エキスパートユー
ザ

このプロパティは、ワークスペースを表⽰するユーザ
が、ポートレットの再配置とサイズ変更の両⽅または
いずれか⼀⽅を実⾏できるようにするかを⽰します。

ユーザがワークスペースの使⽤中に、誤ってレイアウ
トを変更しないようにするには、[編集可能なキャンバ
ス] チェックボックスをオフにします。ワークスペー
スにフリーフォームレイアウトを選択すると、ユーザ
がポートレットをクリックしただけで、誤ってページ
が変更される可能性があります。

メモ: [編集可能なキャンバス] チェックボックスをオンに
すると、ユーザがレイアウトを変更できます。ユーザが
ワークスペースの編集権限を拒否されている場合でもレ
イアウトの変更はできますが、編集内容の保存はできま
せん。ただし、[編集可能なキャンバス] チェックボックス
をクリアすると、すべてのユーザがレイアウトを変更で
きなくなります。

[列] すべてのユーザ このプロパティでは、ワークスペースに使⽤するレイ
アウトを指定します。レイアウトは、ワークスペース
内でポートレットを配置する⽅法の定義です。以下の
いずれかのレイアウトを定義できます。

列レイアウト。このレイアウトでは、ワークスペース
内のすべてのポートレットが列内に整列されます。
列内でポートレットを重ね合わせることはできませ
ん。ワークスペースに定義できる列は 1〜4 です。
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プロパティ 使⽤可能ユーザ 説明

フリーフォームレイアウト。このレイアウトでは、ワーク
スペース内の任意の場所にポートレットを配置でき
ます。ポートレットを部分的に重ね合わせたり、互
いに完全に重ねたりすることもできます。これは新
規ワークスペースのデフォルトです。

[属性] エキスパートユー
ザ

列レイアウトを使⽤する場合、このプロパティで作成
者のみが使⽤できる列の属性を指定します。標準の
My webMethods Server は、属性を使⽤する機能を
提供しません。ただし、属性を利⽤するカスタムコー
ドは記述できます。

[幅] すべてのユーザ 列レイアウトを使⽤する場合、このプロパティで列の
幅に使⽤するワークスペースの割合を指定します。

[⾏の折り返し] すべてのユーザ 列レイアウトを使⽤する場合、このプロパティでポー
トレット内の⻑いテキスト⾏を折り返して列サイズに
合わせるかどうかを指定します。

[⽔平配置] すべてのユーザ 列レイアウトを使⽤する場合、このプロパティで列内
のポートレットを横揃えする⽅法を指定します。

[垂直配置] すべてのユーザ 列レイアウトを使⽤する場合、このプロパティで列内
のポートレットを縦揃えする⽅法を指定します。

[CSS クラス] エキスパートユー
ザ

列レイアウトを使⽤する場合、このプロパティで列に
適⽤する CSS クラスを指定します。先頭のピリオド
を省略して、クラスの名前を⼊⼒します。たとえば、
「.nav」クラスの場合は「nav」と⼊⼒します。

ワークスペースに含まれる、以下のいずれかの CSS
スタイルシートによって定義される CSS クラスを指
定します。

現在のスキンで使⽤されている

ワークスペースコンテンツまたは現在のシェル内の
カスタムポートレットに含まれている

[CSS スタイル] エキスパートユー
ザ

列レイアウトを使⽤する場合、このプロパティで列
に適⽤するスタイルを指定します。CSS ファイルで
使⽤可能な任意のスタイルを指定します。たとえば、
「border: 1pt dashed red」と⼊⼒すると、⾚の破線
がポートレットの枠として表⽰されます。
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プロパティ 使⽤可能ユーザ 説明

[スキン背景画
像]

エキスパートユー
ザ

列レイアウトを使⽤する場合、このプロパティで列の
背景画像として使⽤する、現在のスキンのイメージを
指定します。

スキンプロパティの名前を⼊⼒します。たとえ
ば、スキンのメインロゴイメージを使⽤するには、
「images/logo.gif」と⼊⼒します。システム管理者
は、([Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [スキン管理] ポートレット経由で) スキ
ンエディタにアクセスし、[画像] ページでイメージ
を検索して、イメージのスキンプロパティ名を指定
できます。スキンプロパティの「images/」の後に
は、プロパティ名が続きます (「images/logo.gif」
など)。

メモ: 現在のスキンに含まれていないイメージを適⽤する
には、[CSS スタイル] フィールドで標準の CSS 背景画
像プロパティを指定します。[CSS スタイル] フィールド
でプロパティを指定して、背景を繰り返すか、中央に配
置するか、ページと共にスクロールするかどうかなど、
背景の表⽰⽅法を制御することもできます。

エキスパートユーザ⽤のポートレットプロパティ

[全般] タブ
[全般] タブのポートレットプロパティは、ユーザのエキスパートワークスペース開発特権の有無に関係
なく、まったく同じです。これらのワークスペースプロパティの詳細については、『Working with My
webMethods』を参照してください。

[設定] タブ
[設定] タブは、ユーザのエキスパートワークスペース開発特権の有無に関係なく使⽤可能です。[設定] タ
ブがあるのは⼀部のポートレットのみです。

[設定] タブのプロパティは各ポートレットに固有であり、通常は My webMethods Server がポートレッ
トに表⽰する情報を定義します。たとえば、[HTML テキストツール] の場合、[設定] タブでポートレット
に表⽰されるテキストを指定できます。

[レイアウト] タブ
[レイアウト] タブは、エキスパートワークスペース開発特権を持つユーザのみ使⽤可能です。次の表は、[レ
イアウト] タブのポートレットプロパティについて説明しています。。
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プロパティ 説明

[属性] 作成者のみが使⽤する属性。標準の My webMethods Server は、属性を使⽤
する機能を提供しません。ただし、属性を利⽤するカスタムコードは記述でき
ます。

[幅] ポートレットの幅の指定。ポートレットの幅に使⽤するピクセル数を指定しま
す。

[⾼さ] ポートレットの⾼さの指定。ポートレットの⾼さに使⽤するピクセル数を指定
します。

[タイトルバー] My webMethods Server がポートレットのタイトルバーを表⽰するかどう
か。タイトルバーを表⽰するには、チェックボックスをオンにします。タイト
ルバーを⾮表⽰にするには、チェックボックスをオフにします。

メモ: タイトルバーを⾮表⽰にしている場合は、ワークスペースプロパティの [レ
イアウト] タブ上にある [表⽰形式] プロパティを使⽤してタイトルバーを⼀時的
に表⽰すると、ワークスペースのポートレットを操作できます。

[枠] My webMethods Server がポートレットの枠を表⽰するかどうか。枠を表⽰
するには、チェックボックスをオンにします。枠を⾮表⽰にするには、チェッ
クボックスをオフにします。

メモ: タイトルバーを⾮表⽰にしている場合は、ワークスペースプロパティの [レ
イアウト] タブ上にある [表⽰形式] プロパティを使⽤してタイトルバーを⼀時的
に表⽰すると、ワークスペースのポートレットを操作できます。

[最⼩化] My webMethods Server がポートレットを含むワークスペースを表⽰すると
き、初期状態でポートレットを最⼩化して表⽰するかどうか。ユーザは、ポー
トレットを復元して、そのコンテンツを表⽰できます。

[CSS クラス] ポートレットに適⽤する CSS クラス。先頭のピリオドを省略して、クラス
の名前を⼊⼒します。たとえば、「.nav」クラスの場合は「nav」と⼊⼒しま
す。

ワークスペースに含まれる、以下のいずれかの CSS スタイルシートによって
定義される CSS クラスを指定します。

現在のスキンで使⽤されている

ワークスペースコンテンツまたは現在のシェル内のカスタムポートレットに
含まれている
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プロパティ 説明

[CSS スタイル] ポートレットに適⽤するスタイル。CSS ファイルで使⽤可能な任意のスタイ
ルを指定します。たとえば、「border: 1pt dashed red」と⼊⼒すると、⾚の
破線がポートレットの枠として表⽰されます。

[スキン背景画
像]

ポートレットの背景画像として使⽤する、現在のスキンのイメージ。

スキンプロパティの名前を⼊⼒します。たとえば、スキンのメインロゴイメー
ジを使⽤するには、「images/logo.gif」と⼊⼒します。エキスパートユーザ
は、使⽤可能なプロパティの情報をシステム管理者に確認できます。システム
管理者は、([Administration Dashboard] > [ユーザインタフェース] > [ス
キン管理] ポートレット経由で) スキンエディタにアクセスし、[画像] ページ
でイメージを検索して、イメージのスキンプロパティ名を指定できます。スキ
ンプロパティの「images/」の後には、プロパティ名が続きます (「images/
logo.gif」など)。

メモ: 現在のスキンに含まれていないイメージを適⽤するには、[CSS スタイル]
フィールドで標準の CSS 背景画像プロパティを指定します。[CSS スタイル]
フィールドでプロパティを指定して、背景を繰り返すか、中央に配置するか、
ページと共にスクロールするかどうかなど、背景の表⽰⽅法を制御することもで
きます。

[メタデータ] タブ
[メタデータ] タブは、エキスパートワークスペース開発特権を持つユーザのみ使⽤可能です。[メタデータ] タ
ブのプロパティは各ポートレットに固有であり、通常は My webMethods Server がポートレットに表⽰
する情報を定義します。

エキスパートユーザ⽤のポートレットメニューオプション
エキスパートユーザが追加のメニューアクションにアクセスするには、ポートレットのタイトルバーにあ
る  をクリックします。次の表に、エキスパートワークスペース開発特権を持つユーザのみが使⽤可能な
ポートレットメニューアクションを⽰します。

アクション 説明

[⾃動配置] My webMethods Server がワークスペースをレンダリングする場合の、ポー
トレットの配置⽅法を定義します。[⾃動配置] は次のいずれかに切り替わり
ます。

オン: My webMethods Server はポートレットを⾃動的に配置します。ポー
トレットと共に保存されている配置情報はすべて無視されます。

オフ: My webMethods Server は、ポートレットと共に保存されている配置
情報を使⽤して、ワークスペースでポートレットを配置する場所を決定しま
す。このため、My webMethods Server は、ワークスペースが最後に保存
されたときの場所を使⽤します。



M
Even Header

My webMethods Server でのワークスペースの管理

My webMethods Server 管理者ガイド バージョン 10.4 372

アクション 説明

[権限] ユーザとページのポートレットとのやりとりに関する権限を設定します。権限
およびその設定⽅法の詳細については、143 ページの「個々のリソースの権限
の管理」と145 ページの「セキュリティ領域の使⽤」を参照してください。

[ワークスペース管理] ページから実⾏できるワークスペースアクショ
ン
[ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [ワークスペース管理] ページを使
⽤して、ワークスペースに対するアクションを実⾏できます。デフォルトでは、My webMethods 管理者
のみが [ワークスペース管理] ページにアクセスできます。My webMethods 管理者は、[ワークスペース
管理] ページへのアクセス権を他のユーザに付与できます。詳細については、363 ページの「ユーザに対
する [ワークスペース管理] ページへのアクセスの許可」を参照してください。

ワークスペースのキーワード検索の実⾏
この検索を使⽤して、ワークスペースの名前、説明またはキーワードに含まれるテキストを指定することに
より、ワークスペースを検索します。詳細な検索条件を指定する場合は、373 ページの「ワークスペース
の⾼度な検索の実⾏」を参照してください。

⾃分が所有者であるワークスペースまたは表⽰のみ以上の権限がある共有ワークスペースを検索できま
す。My webMethods 管理者は、どのユーザが所有するワークスペースでも検索できます。

メモ: ワークスペースの共有の詳細については、375 ページの「ワークスペースの共有」を参照してくだ
さい。ワークスペース権限の詳細については、Working with My webMethodsを参照してください。

ワークスペースのキーワード検索を実⾏するには

1. My webMethods 管理者: [ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [ワー
クスペース管理] を選択します。

2. [キーワード] 検索タブがまだ表⽰されていない場合は、このタブをクリックします。

ヒント: [⾼度な検索] タブの使⽤⽅法の詳細については、373 ページの「ワークスペースの⾼度な検
索の実⾏」を参照してください。[保存済み] タブおよび [オプション] タブの使⽤⽅法の詳細について
は、『Working with My webMethods』を参照してください。

3. テキストボックスに、検索するワークスペースの名前に含まれる 1 つ以上のストリングを⼊⼒しま
す。

キーワードの指定⽅法および特殊⽂字の使⽤⽅法の詳細については、『Working with My
webMethods』を参照してください。

4. [検索] をクリックします。

My webMethods Server は、([検索] パネルの下の)[結果] パネルに検索結果を表⽰します。
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ワークスペースの⾼度な検索の実⾏
詳細な条件を指定してワークスペースを検索するには、⾼度な検索を使⽤します。

⾃分が所有者であるワークスペースまたは表⽰のみ以上の権限がある共有ワークスペースを検索できま
す。My webMethods 管理者は、どのユーザが所有するワークスペースでも検索できます。

メモ: ワークスペースの共有の詳細については、375 ページの「ワークスペースの共有」を参照してくだ
さい。ワークスペース権限の詳細については、Working with My webMethodsを参照してください。

ワークスペースの⾼度な検索を実⾏するには

1. My webMethods 管理者: [ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [ワー
クスペース管理] を選択します。

2. [⾼度な検索] タブがまだ表⽰されていない場合は、このタブをクリックします。

ヒント: [キーワード] タブの使⽤⽅法の詳細については、372 ページの「ワークスペースのキーワード
検索の実⾏」を参照してください。[保存済み] タブおよび [オプション] タブの使⽤⽅法の詳細について
は、『Working with My webMethods』を参照してください。

3. オプションとして、[キーワード] フィールドで、検索するワークスペースの名前、説明またはキーワー
ドに含まれるテキストを⼊⼒します。

4. 詳細な条件を指定するには、使⽤する各条件を指定します。

a. リストから、使⽤する以下の条件を選択します。

条件 設定

[名前] テキストボックスに、検索するワークスペースの名前に含まれるストリング
を⼊⼒します。

[説明] テキストボックスに、検索するワークスペースの説明に含まれるストリング
を⼊⼒します。

[キーワード] テキストボックスに、検索するワークスペースのキーワードに含まれるスト
リングを⼊⼒します。

[エイリアス] テキストボックスに、検索に使⽤するワークスペースに割り当てられたエイ
リアスに含まれるストリングを⼊⼒します。

[タイプ] 検索するワークスペースのタイプをリストから選択します。

[所有者] a. [参照] をクリックします。

b. [ユーザの選択] ウィンドウを使⽤して、検索するワークスペースの所有者
であるユーザを検索して選択します。ユーザの検索⽅法の詳細については、
『Working with My webMethods』を参照してください。
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条件 設定

c. [適⽤] をクリックします。

[作成⽇時] [⽇付範囲] リストで、指定した⽇付範囲内に作成されたワークスペースの検
索に使⽤する⽇付範囲を選択します。

[更新⽇時] [⽇付範囲] リストで、指定した⽇付範囲内に変更されたワークスペースの検
索に使⽤する⽇付範囲を選択します。

b. 別の条件を追加するには、  [追加] を選択してこの⼿順を繰り返します。

5. [検索条件] リストで、以下を選択します。

My webMethods Serverで、指定したすべての条件を満たすワークスペースを検索する場合は
[AND]

My webMethods Serverで、指定した条件のいずれかを満たすワークスペースを検索する場合は
[OR]

6. [検索] をクリックします。

ワークスペースを開く
ワークスペースを表⽰するには、新しいタブでワークスペースを開きます。

ワークスペースを開くには

1. 開くワークスペースを検索します。⼿順については、『372 ページの「ワークスペースのキーワード
検索の実⾏」』を参照してください。

2. 検索結果で、開くワークスペースの⾏の  をクリックして [新しいタブで開く] を選択します。

ナビゲーションへのワークスペースの追加
My webMethods ナビゲーションの [ワークスペース] セクションにはワークスペースを追加できます。ワー
クスペースを追加すると、ナビゲーションで名前をクリックするだけでワークスペースを開くことができま
す。

ワークスペースを追加する場合は、ワークスペースを表⽰するフォルダを選択します。デフォルトでは、
ナビゲーションの [ワークスペース] セクションには [最近の追加分] および [マイワークスペース] の 2 つの
フォルダがあります。フォルダはさらに追加することができます。ワークスペースフォルダをさらに追加す
る⽅法およびナビゲーションからワークスペースを削除する⽅法の詳細については、『Working with My
webMethods』を参照してください。

ナビゲーションにワークスペースを追加するには

1. 使⽤するワークスペースを検索します。詳細については、372 ページの「ワークスペースのキーワー
ド検索の実⾏」または373 ページの「ワークスペースの⾼度な検索の実⾏」を参照してください。

2. ナビゲーションにワークスペースを追加するには、以下のいずれかを⾏います。
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検索結果で、ナビゲーションに追加する各ワークスペースの隣のチェックボックスをオンにして、
[ナビゲーションへの追加] をクリックします。

ナビゲーションに追加するワークスペースの⾏で、  をクリックして [ナビゲーションへの追加]
を選択します。

3. [ナビゲーションへの追加] ウィンドウで、ワークスペースを追加するフォルダを選択します。

4. [適⽤] をクリックします。

ワークスペースの削除
不要となったワークスペースは、削除することができます。ワークスペースを削除する前にそのバッ
クアップを保存する場合は、まずファイルにワークスペースをエクスポートします。⼿順については、
『377 ページの「ワークスペースのエクスポート」』を参照してください。

ワークスペースを削除するには

1. 削除するワークスペースを検索します。詳細については、372 ページの「ワークスペースのキーワー
ド検索の実⾏」または373 ページの「ワークスペースの⾼度な検索の実⾏」を参照してください。

2. ワークスペースを共有するユーザに削除を通知する場合は、[ワークスペースの削除時にコラボレータに通
知] チェックボックスをオンにします。

3. ワークスペースを削除するには、以下のいずれかを⾏います。

検索結果で、削除する各ワークスペースの隣のチェックボックスをオンにして、[削除] をクリッ
クします。

削除するワークスペースの⾏で、  をクリックして [ワークスペースの削除] を選択します。

ワークスペースの名前の変更
ワークスペースの名前を変更するには、以下の⼿順に従います。

ワークスペースの名前を変更するには

1. 名前を変更するワークスペースを検索します。詳細については、372 ページの「ワークスペースの
キーワード検索の実⾏」または373 ページの「ワークスペースの⾼度な検索の実⾏」を参照してくだ
さい。

2. 検索結果で、名前を変更するワークスペースの⾏の  をクリックして [ワークスペース名の変更] を
選択します。

3. [ワークスペース名の変更] ウィンドウで、[新しい名前] フィールドに新しい名前を⼊⼒します。

4. [適⽤] をクリックします。

ワークスペースの共有
ワークスペースは、他のユーザ、グループ、または役割と共有できます。ワークスペースの共有および共有
時に割り当て可能な権限の詳細については、『Working with My webMethods』を参照してください。
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ワークスペースを共有するには

1. 共有するワークスペースを検索します。詳細については、372 ページの「ワークスペースのキーワー
ド検索の実⾏」または373 ページの「ワークスペースの⾼度な検索の実⾏」を参照してください。

2. 検索結果で、共有するワークスペースの⾏の  をクリックして [ワークスペースの共有] を選択しま
す。

3. [ワークスペースの共有] ウィンドウで、[追加] をクリックします。

4. [プリンシパルの選択] ウィンドウを使⽤して、ワークスペースを共有するユーザ、グループ、および
役割を検索して選択します。終了したら、[適⽤] をクリックして [プリンシパルの選択] ウィンドウを
閉じます。[プリンシパルの選択] ウィンドウを使⽤して、ユーザ、グループ、および役割を検索する
⽅法の詳細については、『Working with My webMethods』を参照してください。

選択したユーザ、グループおよび役割ごとに、My webMethods によって [ワークスペースの共有]
ウィンドウに⾏が追加されます。

5. 選択したユーザ、グループ、および役割ごとに、そのユーザ、グループまたは役割に割り当てる権限
を [権限] 列のリストから選択します。割り当て可能な権限の詳細については、『Working with
My webMethods』を参照してください。

6. この変更によって影響を受けるユーザに通知する場合は、[ワークスペースの共有の設定時または解除時に
コラボレータに通知] チェックボックスをオンにします。

7. [適⽤] をクリックします。

ワークスペースの共有の解除
ユーザ、グループまたは役割とのワークスペースの共有が不要になった場合は、以下の⼿順に従います。

ワークスペースの共有を解除するには

1. 共有が不要になったワークスペースを検索します。詳細については、372 ページの「ワークスペース
のキーワード検索の実⾏」または373 ページの「ワークスペースの⾼度な検索の実⾏」を参照してく
ださい。

2. 検索結果で、共有を解除するワークスペースの⾏の  をクリックして [ワークスペースの共有] を選
択します。

3. [ワークスペースの共有] ウィンドウで、ワークスペースへのアクセス権の共有が不要になったユー
ザ、グループ、および役割のチェックボックスをオンにします。

4. この変更によって影響を受けるユーザに通知する場合は、[ワークスペースの共有の設定時または解除時に
コラボレータに通知] チェックボックスをオンにします。

5. [削除] をクリックしてから、[適⽤] をクリックします。

ワークスペースのプロパティの設定
ワークスペースの全般プロパティを表⽰および設定するには、以下の⼿順に従います。
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ワークスペースプロパティを設定するには

1. 使⽤するワークスペースを検索します。詳細については、372 ページの「ワークスペースのキーワー
ド検索の実⾏」または373 ページの「ワークスペースの⾼度な検索の実⾏」を参照してください。

2. 検索結果で、プロパティを設定するワークスペースの⾏の  をクリックして [プロパティ] を選択し
ます。

3. [ワークスペースプロパティ] ウィンドウで、全般プロパティを更新します。

全般プロパティの詳細については、『Working with My webMethods』を参照してください。

4. [適⽤] をクリックします。

ワークスペースのエクスポート
ワークスペースをエクスポートすると、ワークスペースのコピーをファイルに保存できます。その後、ワー
クスペースを同じまたは別の My webMethods Server にインポートできます。

My webMethods Server 間でワークスペースを移⾏する場合は、エクスポート/インポート機能を使⽤で
きます。また、ワークスペースを削除する前にエクスポートして、コピーを保存する場合もあります。将
来、そのワークスペースが再度必要になった場合は、ファイルからインポートすることができます。

ワークスペースをエクスポートするには

1. エクスポートするワークスペースを検索します。詳細については、372 ページの「ワークスペースの
キーワード検索の実⾏」または373 ページの「ワークスペースの⾼度な検索の実⾏」を参照してくだ
さい。

2. 検索結果で、エクスポートする各ワークスペースの隣のチェックボックスをオンにして、[エクスポート]
をクリックします。

3. [ワークスペースのエクスポート] ウィンドウで、エクスポートされたワークスペースを含むファイル
のファイル名を指定します。

4. ワークスペースの共有⽅法に関する情報も含めて、後でワークスペースをインポートしたときに情報が
設定されるようにする場合は、[共有設定を含める] チェックボックスをオンにします。

5. [適⽤] をクリックします。

6. [ファイルのダウンロード] ウィンドウで、[保存] をクリックします。

7. [名前を付けて保存] ウィンドウで、エクスポートされるワークスペースファイルを保存する場所を選
択して、[保存] をクリックします。

ワークスペースのインポート
ファイルにエクスポート済みのワークスペースがある場合は、そのワークスペースを My webMethods
Server にインポートできます。

My webMethods Server は、インポートを実⾏したユーザのパーソナルフォルダにワークスペースをイン
ポートします。複数のユーザが同じワークスペースをインポートできます。My webMethods Server は、
ワークスペースがインポートされるたびに、すべてのコンテンツを含むワークスペースのコピーを作成し、
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各ユーザのパーソナルフォルダに格納します。ユーザのパーソナルフォルダは [フォルダ] > [ユーザ] 内に
あります。システム管理者のユーザインタフェースを使⽤すると、このフォルダを表⽰できます。

ワークスペースをインポートするには

1. My webMethods 管理者: [ナビゲーション] > [アプリケーション] > [管理] > [システム全体] > [ワー
クスペース管理] を選択します。

2. [結果] パネルで、[インポート] をクリックします。

3. [ワークスペースのインポート] ウィンドウで、[参照] をクリックします。

4. [アップロードするファイルの選択] ウィンドウで、インポートするワークスペースを含む .cdp ファイ
ルの場所に移動してこのファイルを選択し、[開く] をクリックします。

5. [ワークスペースのインポート] ウィンドウで、[適⽤] をクリックします。

My webMethods ツールナビゲーションについて
ワークスペースにコンテンツを追加するには、ワークスペースにツールを追加します。My webMethods
ナビゲーションの [ツール] タブには、追加できるツールが表⽰されます。ワークスペースキャンバスに
ツールをドラッグすると、そのツールが追加されます。ワークスペースにコンテンツを追加する⽅法の詳細
については、『Working with My webMethods』を参照してください。

ワークスペースにツールを追加すると、My webMethods によって、追加したツールに固有のワークス
ペースに新しいポートレットが追加されます。標準では、いくつかのツールがエンドユーザに⽤意されてい
ます。詳細については、378 ページの「デフォルトで使⽤可能なワークスペースツール」を参照してくだ
さい。

システム管理者は、既存のツール分類をカスタム分類で置き換えることができます。カスタム分類では、追
加ツールを登録したり、⼀部の標準ツールを削除したりできます。詳細については、379 ページの「My
webMethods ワークスペースツールのカスタマイズ」を参照してください。

デフォルトで使⽤可能なワークスペースツール
My webMethods には、ワークスペースに組み込むエンドユーザ向けのツールが備わっています。こ
れらのツールは、My webMethods ナビゲーションパネルにある [ツール] タブの [ワークスペースツール]
セクションで使⽤できます。ワークスペースツールとその動作の説明については、『Working with My
webMethods』を参照してください。

次の表に、デフォルトで使⽤可能なワークスペースツールを⽰します。

ツール 使⽤⽬的

[添付ファイル] ワークスペースにファイルを添付できるようにします。

[ブックマーク] 他のワークスペースおよび Web サイトにリンクを追加できるようにしま
す。

[ディレクトリブラウザ] 他の My webMethods ユーザの識別情報を検索できるようにします。
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ツール 使⽤⽬的

[HTML テキスト] ワークスペースに書式設定済みテキストを追加できるようにします。

[イメージ] ワークスペースに画像を追加できるようにします。

[メモ] ワークスペースに書式設定されていない単純なテキストを追加できるよう
にします。

[ユーザカレンダー] ワークスペースにユーザのカレンダーを追加できるようにします。

メモ: sysadmin としてログインすると、[ワークスペースツール] リストをカスタマイズすることができま
す。またアップグレードされた My webMethods Server のインストールを使⽤する場合、⼀部のツール
が新しいバージョンで廃⽌または削除されていることがあります。

My webMethods ワークスペースツールのカスタマイズ
システム管理者は、My webMethods ツールナビゲーションを更新して、標準の My webMethods ツール
を変更したり、カスタム分類で完全に置き換えたりすることができます。

カスタマイズでは、ページの編集時にシステム管理者のユーザインタフェースの [ツール] タブに表⽰され
るデフォルトのツールを含む、既存のツールを使⽤できます。システム管理者の使⽤可能なページ編集ツー
ルの多くは、『My webMethods Server Portlet Reference』で説明しています。⾃分で作成したカスタ
ムツールを追加して、My webMethods Server に展開することもできます。

メモ: ツールはポートレットとなります。ポートレットは Software AG Designer を使⽤して作成できま
す。

My webMethods ワークスペースツールナビゲーションをカスタマイズするには

1. システム管理者として、カスタム分類を格納する新しいツールルートフォルダを作成します。[フォル
ダ] > [システム] > [パレットレジストリ] に新規フォルダを追加します。

2. ツール分類にセクションが必要な場合は、カスタムツールルートフォルダ内にフォルダを作成します。
各フォルダに割り当てた名前が、My webMethods ナビゲーションの [ツール] タブのセクション名に
なります。

3. 既存のツールを分類に追加するには、[Administration Dashboard] > [コンテンツ] > [パブリッ
シュ] を使⽤して、フォルダ、フォーム、リンクまたはポートレットのインスタンスをカスタムツール
分類にパブリッシュします。

たとえば、ページ編集モードで、My webMethods Server システム管理者が使⽤可能な既存のツール
をパブリッシュできます。

4. カスタムツールを追加する場合は、カスタムツールを作成して、カスタムツールルートフォルダ内の
フォルダに保存します。

ツールは任意のポートレットに設定することができます。Software AG Designer を使⽤してカスタ
ムツールを作成し、My webMethods Server に展開することができます。
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5. My webMethods Server が My webMethods ナビゲーション⽤に使⽤する [左側ナビゲーション]
ページのプロパティを設定して、このページを新しいカスタムツールルートフォルダに指定します。

a. [フォルダ] > [システム] > [シェルセクション] > [Noodle Shell 左側ナビゲーション] > [左側
ナビゲーション] に移動します。

b. [左側ナビゲーション] ページの⾏で  をクリックし、[プロパティ] を選択します。

c. [Tools Root] フィールドで、カスタムツールルートフォルダに割り当てた名前を⼊⼒します。

メモ: [Tools Root] フィールドで指定する名前は、[フォルダ] > [システム] > [パレットレジス
トリ] にあるフォルダまたはページとする必要があります。

d. [適⽤] をクリックします。



M
Odd Header
スキンのカスタマイズ

My webMethods Server 管理者ガイド バージョン 10.4 381

23   スキンのカスタマイズ

■   スキンとは ..........................................................................................................     382

■   新規スキンの作成および変更 ....................................................................................     384

■   [スキン管理] ページの使⽤ ......................................................................................     386

■   スキンパッケージの構成 ...........................................................................................     395



M
Even Header
スキンのカスタマイズ

My webMethods Server 管理者ガイド バージョン 10.4 382

スキンとは
ページのルックアンドフィールはスキンを使⽤してカプセル化されています。特定のユーザまたはグループ
にスキンを関連付けることができます。この場合、そのユーザまたはグループには、このスキンを使⽤した
ページのコンテンツが表⽰されます。スキンは、特定のフォルダ階層と関連付けることができます。その階
層内のページを表⽰したすべてのユーザに、そのスキンを使⽤したページが表⽰されます。

スキンをカスタマイズすると、次のように外観を変更できます。

⾃社のロゴを付加してページをブランド化する

⾃社の企業カラーに合うように⾊体系を変更する

社内で使⽤しているルックアンドフィールと同様のルックアンドフィールを採⽤する

システム管理者は、My webMethods Server の [スキン管理] ページを使⽤して、スキンプロパティ (イ
メージ、⾊およびフォント) の簡単なカスタマイズを⾏うことができます。より⾼度なカスタマイズを⾏う
には、スキンが定義されているコンポーネントを直接編集する必要があります。

My webMethods Server には、特定のユーザ、グループ、またはリソースに対して表⽰されるスキンを決
定するパーソナライゼーションルールを設定するためのさまざまな⽅法が⽤意されています。315 ページ
の「スキンルールの管理」 を参照してください。

スキンの継承⽅法
スキンは、親スキンからプロパティを継承することができます。カスタムスキンを作成する場合は、最初に
既存のスキンのコピーを作成します。継承では、カスタムスキンとその親スキンとの違いを指定するだけで
す。

スキンの継承は、次のルールに従います。

スキンは親スキンを 1 つのみ持つことができますが、その親スキンもまた親を持つことができます。
このように、スキンは、プロパティの継承元となる祖先のリストを持つことができます。

親スキンは、そのプロパティを継承する⼦スキンをいくつでも持つことができます。

スキンごとに skin.properties.xml ファイルを持ち、このファイルにスキンが親スキンから継承しない
プロパティをリストします。さらに、このスキンに⼦スキンがある場合、⼦スキンはこれらの変更され
たプロパティを継承します。

skin.properties.xml ファイルには、スキンの親を識別する "parent" プロパティを含めることもでき
ます。

skin.properties.xml ファイルのプロパティに加えて、⼦スキンは親スキンのスタイルシートおよび
HTML フラグメントも継承します。

skin.properties.xml ファイルで親スキンが識別されていない場合、スキンは skin.default エイリアス
で識別される My webMethods Server デフォルトスキンのプロパティを継承します。

カスタマイズの程度の選択
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スキンをカスタマイズする場合の推奨⽅法は、既存のスキンを継承する新しいスキンを作成してから、その
新しいスキンを変更することです。My webMethods Server でインストールされているスキンは変更しな
いでください。新しいスキンを作成してから、サーバの外部で編集できるようにスキンをエクスポートする
と、そのスキンを使⽤するすべてのサーバにスキンを展開できます。

次の⽅法の 1 つ以上を使⽤して、単純なカスタマイズから複雑なカスタマイズまでを実⾏できます。

フォント、⾊およびイメージの変更

[スキン管理] ページを使⽤すると、カスタムスキンを作成および削除したり、イメージ、⾊および
フォントの使⽤法を変更できます。これは、スキンをエクスポートしたり、スキンパッケージを構成す
るファイルを編集したりしないで使⽤できる唯⼀のカスタマイズ⽅法です。386 ページの「[スキン
管理] ページの使⽤」を参照してください。

より広範な変更を⾏う予定の場合も、カスタムスキンを作成し、[スキン管理] ページでフォント、⾊
またはイメージを変更してから、さらに編集できるようにスキンをエクスポートすることができます。

[スキン管理] ページでは管理できないスキンプロパティを変更するには、extended.css ファイル
(401 ページの「カスケーディングスタイルシートの定義」) を使⽤します。

スキンパッケージ内の既存のプロパティを少し変更する場合には、このカスタマイズ⽅法が適切で
す。extended.css ファイルを使⽤するには、スキンの skin.properties ファイル内で定義する必要が
あります。

既存プロパティの値は変更するが、カスタムスキンに新規プロパティを追加しないという場合
は、skin.properties.xml ファイル (396 ページの「スキンプロパティファイル」) を使⽤します。

たとえば、既に親スキンに定義されているフォントまたは⾊の値を変更できます。この場合、親スキン
のプロパティは skin.properties.xml ファイルで上書きされますが、親スキンの CSS は引き続き使⽤
されます。

新規 CSS クラスをカスタムスキンに追加するには、extended.csi ファイル (動的 CSS ファイル)
(401 ページの「カスケーディングスタイルシートの定義」) を使⽤します。extended.csi ファイル
を使⽤するには、スキンの skin.properties ファイル内で定義する必要があります。

新規スタイルをカスタムスキンに追加する場合は、extended.csi ファイルを使⽤して新規クラスを作
成するのが最も簡単な⽅法となります。

CSS および動的 CSS ファイルの定義については、次を参照してください。 401 ページの「カスケー
ディングスタイルシート」

既存のスキンから新規スキンを作成するには、384 ページの「新規スキンの作成および変更」を参照して
ください。

編集できるようにコンピュータにスキンをエクスポートするには、385 ページの「コンピュータへのスキ
ンのエクスポート」を参照してください。

変更箇所を識別する⽅法
カスタムスキンパッケージに対する変更が、[スキン管理] ページで実⾏できる変更 (フォント、⾊および
イメージ) よりも広範な場合、スキンパッケージに存在する何百というプロパティの中から変更するプロ
パティまたは CSS クラスを識別する必要があります。これを⾏う⽅法の 1 つに、Mozilla Firefox ⽤の
Firebug アドオンのようなブラウザ開発者ツールを使⽤する⽅法があります。
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ブラウザで My webMethods Server を開いて、確認対象のスキンパッケージが使⽤されているペー
ジに移動します。開発者ツールを使⽤すると、ユーザインタフェースを調べて、表⽰に使⽤されている
CSS クラスを特定することができます。これを特定したうえで、カスタムスキンで extended.css または
extended.csi ファイルを使⽤することによって、親スキンの値を上書きします。

新規スキンの作成および変更
システム管理者として、[スキン管理] ページを使⽤してスキンを作成できます。新規スキンの作成後、[ス
キン管理] ページを使⽤するか、またはスキンパッケージを⼿動で編集して、新規スキンをカスタマイズす
ることができます。

新規スキンを作成するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [スキン管理] > [新規スキンの作成]

2. [システム名] フィールドに、⽂字、数字、および下線のみを使⽤して、短い名前を⼊⼒します。

この名前はサーバで内部的に使⽤されます。

3. [表⽰名] フィールドに、ユーザに対して表⽰するスキンタイトルを⼊⼒します。

この名前については⽂字の制限はありません。

4. [親スキン] リストからスキンを選択します。新規スキンの未指定のプロパティはすべてこのスキンから
継承されます。

デフォルトでは、システムのデフォルトスキンが選択されています。

5. [作成] をクリックします。

新規スキンのすべてのプロパティ (⾊、フォント、およびイメージ) は、初期状態ではこの親から継承
されます。新規のヘッダーロゴを追加するなど、1 つのプロパティだけを変更したり、まったく異なる
⾊、フォント、およびイメージを使⽤して斬新なルックアンドフィールを新しく作成するなどして、新
規スキンを変更できます。

新規スキンを作成した後、次の 1 つ以上の作業を⾏って新規スキンをカスタマイズできます。

386 ページの「[スキン管理] ページの使⽤」の説明に従って、イメージ、⾊およびフォントを変更
します。

メモ: ⼿動によるいずれかの編集⽅法を使⽤する前に、[スキン管理]ページで、計画されていた変更を
⾏う必要があります。

385 ページの「コンピュータへのスキンのエクスポート」の説明に従って、⼿動で編集するためにス
キンをエクスポートします。

385 ページの「Designer を使⽤したスキンパッケージの変更⽅法」の説明に従って、⼿動で編集す
るためにスキンを Designer にインポートします。

例:
親スキン Pearls から新規スキンを作成するとします。
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1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [スキン管理] > [新規スキンの作成]

2. [システム名] フィールドに、「wm_skin_carbon」のような名前を⼊⼒します。

3. [表⽰名] フィールドに、スキンタイトル「Carbon Sailing Skin」を⼊⼒します。

4. [親スキン] リストから、「Pearls」スキンを選択します。

このスキンが、新規スキンが未指定のプロパティを継承する際の継承元になります。

5. [作成] をクリックします。

コンピュータへのスキンのエクスポート
[スキン管理] ページを使⽤してスキンパッケージを変更する場合は (386 ページの「[スキン管理] ペー
ジの使⽤」)、⼿動で編集する前に変更を⾏う必要があります。

システム管理者として、[スキン管理] ページを使⽤して、⼿動で編集できるようにスキンパッケージをコ
ンピュータにエクスポートできます。スキンパッケージは、.skin ファイル拡張⼦の付いた圧縮ファイルで
す。

ヒント: スキンパッケージを⼿動で編集するもう 1 つの⽅法は、スキンを Designer にインポートすること
です。385 ページの「Designer を使⽤したスキンパッケージの変更⽅法」を参照してください。

スキンをエクスポートするには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [スキン管理] > [新規スキンの作成]

2. エクスポートするスキンのツールアイコン  をクリックし、[エクスポート] を選択します。

3. [ファイルの保存] オプションを選択し、[OK] をクリックします。

My webMethods Server ではブラウザのデフォルトのダウンロード先にファイルがダウンロードされ
ます。

4. ⼿動で編集できるように、スキンパッケージを解凍します。

Designer を使⽤したスキンパッケージの変更⽅法
[スキン管理] ページを使⽤してスキンパッケージを変更する場合は、ファイルをエクスポートして⼿動で
編集する前に、変更を⾏う必要があります。

カスタムスキンパッケージ内のファイルを変更する⽅法の 1 つに、スキンを Software AG Designer に
インポートして [UI 開発] パースペクティブで変更を⾏う⽅法があります。スキンパッケージを直接 My
webMethods Server からエクスポートし、CSS、動的 CSS または XML ファイルを編集してから、スキ
ンパッケージを解凍しないでサーバにスキンを再度展開することができます。

メモ: ここでは、Software AG Designer での作業の詳細は説明しません。Designer の MWS 管理ビュー
およびサーバビューでの作業の詳細については、Composite Application Framework オンラインヘルプ
を参照してください。
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Designer でカスタムスキンパッケージを変更するには

1. [UI 開発] パースペクティブの MWS 管理ビューで、カスタムスキンパッケージが含まれる My
webMethods Server のインスタンスに接続します (データプロバイダを作成)。

MWS 管理ビューにはフォルダおよびその他の My webMethods Server アセットのツリー表⽰が⽰さ
れます。

2. Skins フォルダを展開し、カスタムスキンパッケージを右クリックして、[インポート/エクスポート] >
[アセットをプロジェクトに抽出] をクリックします。

3. アセットをプロジェクトに抽出ウィザードで、[新規] をクリックします。

4. [プロジェクト名] フィールドに、MWS 管理ビューに表⽰されているスキンパッケージの名前を正確に⼊
⼒して、[終了] を 2 回クリックします。

Designer では MWS スキンプロジェクトが作成され、スキンパッケージのアセットがこのプロジェク
トに抽出されます。

5. ナビゲータビューまたはプロジェクトエクスプローラビューを使⽤して、スキンプロジェクト内にある
CSS、動的 CSS または XML ファイルを探し、テキストエディタでファイルを開きます。

6. スキンパッケージを My webMethods Server のインスタンスに展開するには、サーバビューを使⽤
してサーバに接続してからスキンパッケージをパブリッシュします。

スキンパッケージをテストするには、カスタムスキンを使⽤するようトリガーするスキンルールを作成
する必要があります。315 ページの「スキンルールの管理」を参照してください。

メモ: Designer の Preview Server を使⽤したスキンパッケージのテストは⾏わないでください。そ
のサーバインスタンスには、スキンを適切に表⽰するために必要なスキンルールがありません。

この⽅法を使⽤すると、徐々に変更を加えて、確認のために定期的にサーバに結果をパブリッシュすること
ができます。カスタムスキンにテストページを関連付けると、他のユーザに影響を与えずに設計作業を実⾏
できます。

[スキン管理] ページの使⽤
My webMethods Server の [スキン管理] ページを使⽤すると、カスタムスキンを作成および削除した
り、イメージ、⾊およびフォントの使⽤法を変更できます。[スキン管理] ページを使⽤するには、システ
ム管理者からページへのアクセス権を付与してもらうか、システム管理者としてログインする必要がありま
す。

[スキン管理] ページでできるカスタマイズよりもさらに広範なカスタマイズを⾏う場合でも、変更前にこ
のページでカスタムスキンを作成しておくと便利な場合があります。

My webMethods Serverイメージ、⾊またはフォントへの変更が、スキンパッケージに含まれる
skin.properties.xml ファイルに適⽤されます。

スキンの削除
システム管理者として、[スキン管理] ページを使⽤してスキンを削除できます。
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スキンを削除するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [スキン管理]

2. スキンを削除するには、ツールアイコン  をクリックして、[削除] を選択します。

スキン内のイメージの置き換え
ページのスキンには、ページの外観と構造を整える、ロゴなどのイメージが含まれています。[スキン管理]
ページを使⽤して、スキン内のイメージを、ローカルドライブ、既存のスキン、または Web サイトからの
イメージで置き換えることができます。

スキン内のイメージを置き換えるには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [スキン管理]

2. スキンを変更するには、  をクリックして、[編集] を選択します。

3. [画像] をクリックします。

4. 置換するイメージのスキンプロパティをクリックします。

プロパティが⾚のボックスでハイライト表⽰されます。

5. イメージのソースに基づいて、以下のいずれかを⾏います。

ローカルドライブ - [ピッカー] パネルで [ファイルの選択] をクリックします。新規イメージを参
照し、[開く] をクリックして、[アップロード] をクリックします。イメージを置換するには、  を
クリックします。

既存のスキンの⼀部 - [-- パレットを選択 --] リストで、イメージのコピー元のスキンを選択しま
す。新しいイメージを選択して、  をクリックします。

Web サイト上 - [-- パレットを選択 --] リストで、[URL] を選択し、Web サイトの URL を⼊⼒
して、[OK] をクリックします。新しいイメージを選択して、  をクリックします。

6. [プレビュー] をクリックします。

この変更がスキンに与える影響がプレビュー表⽰されます。

ヒント: [マイフォルダ]、[マイホームページ]、または [パブリックフォルダ] 以外のページのプレ
ビューについては、395 ページの「サーバ上の他の場所にあるページのプレビュー」を参照してく
ださい。

7. [プレビュー] ウィンドウを閉じて、[保存] をクリックします。

例:
Carbon Sailing スキンがインストール済みで、webMethods ロゴをローカルファイルシステムに存在する
Carbon Sailing ロゴ (carbon-logo.png) に変更するとします。

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [スキン管理]
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2. 「Carbon Sailing Skin」の  をクリックして、[編集] を選択します。

3. [画像] をクリックします。

4. [ logo.gif] スキンプロパティをクリックします。

プロパティが⾚のボックスでハイライト表⽰されます。

5. [ピッカー] パネルで [ファイルの選択] をクリックして、carbon-logo.png イメージを参照し、[開く] を
クリックしてから [アップロード] をクリックします。

新規イメージが [ピッカー] パネルに表⽰されます。

6. イメージを置換するには、  をクリックします。

7. 同様の⽅法で、[banner-bg.gif] プロパティを選択し、carbon-bg.jpg ファイルでイメージを置換し
ます。

この結果の組み合わせでバナーが完成します。

8. [プレビュー] パネルで、リストから [マイホームページ] を選択して [プレビュー] をクリックします。

9. [プレビュー] ウィンドウを閉じて、[保存] をクリックします。

カラーピッカーを使⽤した⾊の置き換え
スキンには、ページのさまざまな部分に影響を与える、さまざまな⾊設定が数多く含まれています。設定
を変更するには、スキンエディタで⾊を選択して、スキンプロパティに⾊を適⽤し、変更をプレビューしま
す。

カラーピッカーを使⽤してスキンプロパティの⾊を置き換えるには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [スキン管理]

2. スキンを変更するには、ツールアイコン  をクリックして、[編集] を選択します。

3. [⾊] をクリックします。

4. ⾊を置き換えるスキンプロパティをクリックします。

スキンプロパティが⾚のボックスでハイライト表⽰されます。

5. [ピッカー] パネルで、置き換えに使⽤する⾊をクリックします。

選択した⾊が [ピッカー] パネルの下部の⽔平バーに表⽰され、上部の [#] フィールドには、16 進数の
値が表⽰されます。

ヒント: 置き換えに使⽤する⾊の 16 進数の値がわかっているときには、[#] フィールドに直接値を⼊
⼒できます。

6. [スクラッチパッド] パネルに⾊を保存するには、[ピッカー] パネルのすぐ下にある下向き⽮印をクリックし
ます。
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ヒント: 前景または背景で使⽤するため、ある⾊の濃淡を変えたい場合は、[スクラッチパッド] パネルに⾊
を保存し、[ピッカー] パネルの右端の垂直バーで、元の⾊の上側または下側をクリックします。複数の
⾊を [スクラッチパッド] に保存します。

7. スキンプロパティの⾊を設定するには、[ピッカー] パネルまたは [スクラッチパッド] パネルのいずれ
かから  をクリックします。

8. ページの下部で、[プレビュー] をクリックします。

この変更がスキンに与える影響がプレビュー表⽰されます。

ヒント: [マイフォルダ]、[マイホームページ]、または [パブリックフォルダ] というラベルのフォ
ルダに属していないページの場合は、395 ページの「サーバ上の他の場所にあるページのプレ
ビュー」を参照してください。

9. [プレビュー] ウィンドウを閉じます。

10.[保存] をクリックします。

例:
384 ページの「新規スキンの作成および変更」の説明に従って Carbon Sailing スキンを作成してあり、
ボタンに使⽤する⾊を変更するとします。

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [スキン管理]

2. スキンを変更するには、  をクリックして、[編集] を選択します。

3. [⾊] をクリックします。

4. [button - button text] スキンプロパティをクリックします。

5. [ピッカー] パネルの [⾊] フィールドで 「FFFFFF」と⼊⼒して、デフォルト⾊ (親スキンが Pearls の場
合は BUTTON) を置換します。

6. [ピッカー] パネルで  をクリックします。

[継承] 列のチェックボックスがオフになり、このスキンプロパティを親スキンから継承しなくなった
ことが⽰されます。

7. [button-bg - button background] スキンプロパティをクリックします。

8. [ピッカー] パネルで「9EB6C7」と⼊⼒して、デフォルト⾊を置換します。

9. [ピッカー] パネルで  をクリックします。

10. 同様に、残りのボタンの⾊のプロパティを次の値で置換します。

プロパティ 値

[button-border - button border] 668899

[button-border-light - button border] BBDDEE
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プロパティ 値

[button-hover - button text] FFFFFF

[button-hover-bg - button background] 4C7499

[button-hover-border - button border] 395874

[button-hover-border-light - button border] ABC9D8

[button-disabled - disabled button text] C5C7C7

[button-disabled-bg - disabled button
background]

FFFFFF

[button-disabled-border - disabled button
border]

C5C7C7

11. ページの下部で、[プレビュー] をクリックします。

デフォルトのボタン:

新しい⾊:

新しいホバリングの
⾊:

最終的なボタン:

最終的なボタンには391 ページの「ピッカーを使⽤したフォントの置換」で⾏うフォント変更が含ま
れます。

12. [保存] をクリックします。

スキンまたは Web サイトからの⾊による置き換え
既存のスキンまたは Web サイトからの⾊の値を使⽤して、スキンプロパティの⾊を置き換えることができ
ます。

スキンまたは Web サイトからの⾊を使⽤してスキンプロパティの⾊を置き換えるには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [スキン管理]

2. スキンを変更するには、ツールアイコン  をクリックして、[編集] を選択します。
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3. [⾊] をクリックします。

4. ⾊を置き換えるスキンプロパティをクリックします。

スキンプロパティが⾚のボックスでハイライト表⽰されます。

5. ⾊のソースに基づいて、以下のいずれかを⾏います。

既存のスキンの⼀部 - [-- パレットを選択 --] リストで、⾊のコピー元のスキンを選択します。新
しいイメージを選択して、  をクリックします。

Web サイト上 - [-- パレットを選択 --] リストで、[URL] を選択し、Web サイトの URL を⼊⼒
して、[OK] をクリックします。新しい⾊を選択して、  をクリックします。

6. ページの下部の [プレビュー] という⾒出しの下の [プレビュー] をクリックします。

この変更がスキンに与える影響がプレビュー表⽰されます。

ヒント: [マイフォルダ]、[マイホームページ]、または [パブリックフォルダ] というラベルのフォ
ルダに属していないページの場合は、395 ページの「サーバ上の他の場所にあるページのプレ
ビュー」を参照してください。

7. [プレビュー] ウィンドウを閉じます。

8. [保存] をクリックします。

ピッカーを使⽤したフォントの置換
スキンには、ページのさまざまな部分に影響を与える、さまざまなフォント設定が数多く含まれています。
設定を変更するには、スキンエディタでフォント設定を選択して、スキンプロパティに設定を適⽤し、変更
をプレビューします。

メモ: 使⽤されるフォントプロパティは、スキンごとに異なる可能性があります。以下のサンプル⼿順で説
明するプロパティが、すべてのスキンで使⽤可能であるとは限りません。

ピッカーを使⽤してフォント設定を置換するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [スキン管理]

2. スキンを変更するには、  をクリックして、[編集] を選択します。

3. [フォント] をクリックします。

4. フォント設定を置換するスキンプロパティをクリックします。

スキンプロパティが⾚のボックスでハイライト表⽰されます。

5. [ピッカー] パネルで、置き換えに使⽤する⾊をクリックします。

次の表に、フォント値に加えることができる変更を⽰します。
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フォント設定 選択項⽬

Font-family フォントのファミリー。最初に 10 個の選択肢から選択できます。この選択
により、コンピュータで使⽤可能なフォントをブラウザで使⽤することがで
きます。

Font-size 相対サイズ値のリストから選択するか、または数値を指定します。

Font-style 太字、斜体または下線を選択します。

[⼤⽂字表記] ⼤⽂字表記スタイルのリストから選択します。

Text-spacing ⽂字間隔、単語間隔および⾏間に使⽤する値を指定します。

6. スキンプロパティのフォント値を設定するには、[ピッカー] パネルまたは [スクラッチパッド] パネル
のいずれかから  をクリックします。

7. ページの下部で、[プレビュー] をクリックします。

この変更がスキンに与える影響がプレビュー表⽰されます。

ヒント: [マイフォルダ]、[マイホームページ]、または [パブリックフォルダ] というラベルのフォ
ルダに属していないページの場合は、395 ページの「サーバ上の他の場所にあるページのプレ
ビュー」を参照してください。

8. [プレビュー] ウィンドウを閉じます。

9. [保存] をクリックします。

例:
384 ページの「新規スキンの作成および変更」の説明に従って Carbon Sailing スキンを作成してあり、
ボタンに使⽤するフォント値を変更するとします。

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [スキン管理]

2. スキンを変更するには、  をクリックして、[編集] を選択します。

3. [フォント] をクリックします。

4. [button - button text] スキンプロパティをクリックします。

5. [フォントファミリー] の [第 1 候補] リストから [Tahoma] フォントを選択します。

6. [第 1 候補] リストから [sans-serif] を選択します。

7. [フォントスタイル] から [太字] を選択します。

8. [ピッカー] パネルで  をクリックします。
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[継承] 列のチェックボックスがオフになり、このスキンプロパティを親スキンから継承しなくなった
ことが⽰されます。

9. ページの下部で、[プレビュー] をクリックします。

デフォルトのボタン:

新しいフォント値:

最終的なボタン:

最終的なボタンには388 ページの「カラーピッカーを使⽤した⾊の置き換え」で⾏う⾊の変更が含ま
れます。

10. [保存] をクリックします。

Web サイトからのフォントの置換
スキンで使⽤されるフォントファミリーを制御するには、⾃分⾃⾝でスタイルを設計するか、別の Web サ
イトで使⽤されているフォントファミリーのセットを選択することができます。以下の⼿順では、別のサイ
トからファミリーを取得して使⽤する場合のシナリオを説明します。

メモ: 使⽤されるフォントプロパティは、スキンごとに異なる可能性があります。以下のサンプル⼿順で説
明するプロパティが、すべてのスキンで使⽤可能であるとは限りません。

スキンで使⽤するフォントファミリーを別の Web サイトで使⽤されているフォントファミリーで置き換えるには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [スキン管理]

2. スキンを変更するには、  をクリックして、[編集] を選択します。

3. [フォント] をクリックします。

4. [-- パレットを選択 --] リストで、[URL] を選択し、Web サイトの URL を⼊⼒して、[OK] をクリッ
クします。

Web サイトから導出されたフォントファミリーのリストがパレットに表⽰されます。

5. ページの右下にあるパレットで、Web サイトの通常の本⽂テキストを表すと思われる⾏を⾒つけて、
これを選択します。

このアクションの結果として、[ピッカー] パネルに複数のフォントファミリーが表⽰されます。表⽰さ
れない場合は、通常の本⽂テキストと思われる別の⾏をパレットから選択してください。

6. パレットのすぐ上にある  をクリックします。

このアクションにより、後で使⽤できるように、フォントの情報が [スクラッチパッド] パネルに保存され
ます。
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7. [スクラッチパッド] パネルで作成した⾏で、編集フィールドでテキストを選択して、「my regular
text」など、意味のある名前に変更します。

8. ページの左側の [スキンプロパティ] リストで、[regular] スキンプロパティを選択します。

編集⽤に選択されたことを⽰して、[regular] スキンプロパティが⾚のボックスでハイライト表⽰さ
れます。

9. [regular] スキンプロパティを設定するには、[スクラッチパッド] パネルの  をクリックします。

このアクションにより、[regular] スキンプロパティが、[スクラッチパッド] パネルで選択された値に設
定されます。

10.ページの左側の [スキンプロパティ] リストで、[bold] スキンプロパティを選択します。

[bold] スキンプロパティが⾚のボックスでハイライト表⽰されます。

11.[スクラッチパッド] パネルで、「my regular text」を選択します。

「my regular text」スクラッチパッドアイテムは [スクラッチパッド] パネルで既にアクティブになっ
ているため (濃い⾚の枠が周囲に表⽰されています)、このアイテムを再度選択すると、これがページ
のアクティブアイテムになり (明るい⾚の枠が周囲に表⽰されます)、「my regular text」フォント
の情報が、[ピッカー] パネルにロードされます。

12.[ピッカー] パネルの [フォントスタイル] 領域で、[太字] チェックボックスをオンにします。

13.[ピッカー] パネルで  をクリックします。

このアクションにより、[bold] スキンプロパティが、[ピッカー] パネルの中の値で設定されます。

14.[スキンプロパティ] リストで、[small] スキンプロパティをクリックします。

15.[スクラッチパッド] パネルで、「my regular text」を選択します。

16.[ピッカー] パネルの [フォントサイズ] 領域で、以下のいずれかを⾏います。

[相対サイズ] を選択して、リスト内の値を既存のサイズよりも⼩さいサイズに変更します。

[数値サイズ] を選択して、フィールド内の数値を編集し、既存のサイズの 2 分の 1 または 3 分
の 1 のサイズに変更します。

17.[ピッカー] パネルのすぐ左にある⽮印をクリックします。

18.[スキンプロパティ] リストで、[medium] スキンプロパティを選択します。

19.[スクラッチパッド] パネルで、「my regular text」を選択します。

20.ページの下部の [プレビュー] リストで、[パブリックフォルダ] を選択して、[プレビュー] をクリックしま
す。

この変更がスキンに与える影響がプレビュー表⽰されます。

ヒント: [マイフォルダ]、[マイホームページ]、または [パブリックフォルダ] というラベルのフォ
ルダに属していないページの場合は、395 ページの「サーバ上の他の場所にあるページのプレ
ビュー」を参照してください。

21.[プレビュー] ウィンドウを閉じます。
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22.[保存] をクリックします。

サーバ上の他の場所にあるページのプレビュー
[マイフォルダ]、[マイホームページ]、または [パブリックフォルダ] 以外のページをスキンエディタでプ
レビューできます。

サーバ上の他の場所にあるページをプレビューするには

1. [スキン管理] でスキンプロパティを変更します。

2. ページの下部の [プレビュー] リストで、[URL] を選択します。

3. 新規のブラウザウィンドウを開き、サーバに移動して、プレビューするページまで移動します。

4. ブラウザの [アドレス] バーで URL を選択して、Ctrl キーを押しながら C キーを押して、URL をコ
ピーします。

5. 最初のブラウザから [スクリプト プロンプト] ダイアログに戻り、Ctrl キーを押しながら V キーを押
して、URL を貼り付けます。

6. [OK] をクリックします。

7. [プレビュー] をクリックします。

スキンパッケージの構成
編集に使⽤可能なスキンパッケージを作成する⽅法は 2 つあります。

385 ページの「コンピュータへのスキンのエクスポート」

385 ページの「Designer を使⽤したスキンパッケージの変更⽅法」

編集⽤に公開されるスキンパッケージには、パッケージを構成する次のファイルおよびディレクトリがあり
ます。

skin.properties.xml ファイルでは、スキンで実装されるコンポーネントが⽰されます。[スキン管理]
ページを使⽤するとフォント、⾊およびイメージは変更できますが、他のスキンコンポーネントにつ
いては、スキンプロパティファイルを直接編集する必要があります。詳細については、396 ページの
「スキンプロパティファイル」を参照してください。

My webMethods Server で新規スキンを作成してからまだ何も変更していない場合、ファイルに含ま
れているプロパティは全プロパティの継承元である親スキンのみということがあります。

skinDeploy.xml ファイルには、スキンパッケージの展開情報が含まれます。詳細について
は、400 ページの「スキン展開ファイル」を参照してください。

css ディレクトリ。カスケーディングスタイルシート (CSS) では、スキンを構成するプロパティ
が⽰されます。スキン⽤に⽣成される CSS は、他のスタイルシートファイルによる変更時に
skin.properties.xml ファイルから導出されます。詳細については、401 ページの「カスケーディン
グスタイルシート」を参照してください。

My webMethods Server で新規スキンを作成してからまだ何も変更していない場合、すべてのプロパ
ティが親スキンから継承されるため、ディレクトリにカスケーディングスタイルシートは含まれていま
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せん。スタイルシートを追加または変更する場合は、このディレクトリにスタイルシートを配置する必
要があります。

components ディレクトリ。このディレクトリには、スキンパッケージの⼀部として変更する可能性
の少ない、独⾃のファイルが含まれます。

images ディレクトリ。スキンで使⽤されるイメージを追加または変更する場合は、このディレクトリ
にイメージを配置する必要があります。

スキンプロパティファイル
skin.properties.xml ファイルでは、スキンで実装されるコンポーネントが⽰されます。[スキン管理]
ページを使⽤して⾏ったスキンの変更は (386 ページの「[スキン管理] ページの使⽤」)、そのスキン⽤
の skin.properties.xml ファイルに反映されます。スキン⽤の base.csi ファイルは、My webMethods
Server で base.css ファイルを⽣成するときに使⽤できるように、skin.properties.xml ファイル内のプロ
パティを参照します。

スキンプロパティファイルの重要性
スキン⽤の base.csi ファイルは、skin.properties.xml ファイルに定義されているプロパティを参照しま
す。My webMethods Server は base.csi ファイルを使⽤して、スキンの表⽰⽅法を管理する base.css
ファイルを⽣成します。この強⼒なメカニズムにより、スキンごとに新しいスタイルシートを再作成しなく
ても、新しい skin.properties.xml ファイルにイメージ、フォントおよび⾊を指定することで、共通の祖先
に基づいて新規スキンを作成できます。

次の例では、Pearls スキンが親スキンになっています。カスタムスキンでは、CSS (.css または .csi) を変
更する必要はありません。

イメージの置換
カスタムスキンの skin.properties.xml ファイルに含まれる images/banner-bg.gif プロパティの値を変更
することによって、そのカスタムスキンのバナー背景イメージを変更できます。

ファイル コンテンツ

親の
skin.properties.xml

<property> 
     <name>images/banner-bg.gif</name> 
     <value>images/dot.gif</value> 
     <description>banner background</description> 
</property>

親の base.csi
background-image: url(@skin images/banner-bg.gif;);

⼦の
skin.properties.xml

<property> 
    <name>images/banner-bg.gif</name> 
    <value>images/carbon-bg.jpg</value> 
</property>

399 ページの「1 つのイメージを別のイメージと置換する⽅法」も参照してください。
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フォントのグローバルな置換
カスタムスキンの skin.properties.xml ファイルに含まれる fonts/regular プロパティの値を変更するこ
とによって、そのカスタムスキンで使⽤されるフォントをグローバルに変更できます。

ファイル コンテンツ

親の
skin.properties.xml

<property> 
    <name>fonts/regular</name> 
    <value>font-family: tahoma, sans-serif; 
        font-size: 0.7em;</value> 
    <description>standard text</description> 
</property>

親の base.csi @skin fonts/regular;

⼦の
skin.properties.xml

<property> 
  <name>fonts/regular</name> 
  <value>font-family: Georgia, 'Times New Roman', 
    Times, serif; font-size: 1em; font-size: 0.7em; 
  </value> 
  <description>standard text</description> 
</property>

⾊のグローバルな置換
カスタムスキン内で使⽤される⾊をグローバルに変更できます。この例では、colors/section-body-border

プロパティで⾏の枠線の⾊を制御しています。カスタムスキン⽤の skin.properties.xml ファイルでの 1
つの変更は、base.csi ファイル内の 7 つのプロパティに影響します。

ファイル コンテンツ

親の
skin.properties.xml

  <property> 
    <name>colors/section-body-border</name> 
    <value>#ccc</value> 
    <description>row border</description> 
</property>

親の base.csi
.tbl { 
    border: @skin sizes/section-body-border; 
        solid @skin colors/section-body-border;; 
    . 
    . 
}

⼦の
skin.properties.xml

  <property> 
    <name>colors/section-body-border</name> 
    <value>#dfe6ec</value> 
    <description>row border</description> 
</property>

399 ページの「⾊の変更⽅法」も参照してください。

スキンプロパティファイル内のエントリの作成
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skins.properties.xml ファイルを⼿動で編集する場合、そのスキンのいずれかの祖先から継承されるコン
ポーネントを含める必要はありません。必要なのは、継承されたコンポーネントに対する変更内容を含める
ことだけです。スキンを表すプロパティを確認する良い⽅法は、385 ページの「コンピュータへのスキン
のエクスポート」で説明した⽅法を使⽤して親スキンパッケージをエクスポートし、スキンパッケージを解
凍して、その skin.properties.xml ファイルを調べることです。

メモ: skins.properties.xml ファイル内のスキンプロパティの変更には、CSS の専⾨知識が必要です。

skin.properties.xml ファイルはプロパティ要素で構成され、それぞれがスキンのコンポーネントを⽰しま
す。プロパティ要素のフォーマットは、次のとおりです。

<property> 
    <name>property_name </name> 
    <value>property_value </value> 
    <description>optional_description </description> 
</property>

プロパティ要素には次のガイドラインが適⽤されます。

値が名前と同じである場合は、値を省略できます。

説明はオプションです。

標準の XML コマンド構⽂を使⽤して、コメントを追加できます。

<!-- This is a comment -->

スキンコンポーネントに、複数のプロパティを関連付けることができます。たとえば、My webMethods
Server ページの上部に表⽰されるバナーには、その外観を決定する次のような 20 個以上のプロパティが
あります。

背景の⾊、位置およびパディング
リンクテキスト、選択済みリンクの⾊、フォントおよびウェイト (ホバリング特性を含む)
イメージとその位置

スキンを表すプロパティを確認するには、385 ページの「コンピュータへのスキンのエクスポー
ト」で説明した⽅法を使⽤して pearls スキンパッケージをエクスポートし、スキンパッケージを解凍し
て、skin.properties.xml ファイルを調べます。次の例に、プロパティを変更する⽅法を⽰します。

親スキンの指定⽅法
カスタムスキンを簡単に開発するには、カスタムスキンがプロパティを継承する際の継承元になる親ス
キンを指定する必要があります。1 つのスキンが持つことのできる親スキンは 1 つのみです。次の例で
は、skin.properties.xml ファイルで、カスタムスキンの親として pearls スキンパッケージを指定してい
ます。

<!-- parent skin; all unspecified properties are inherited --> 
<property> 
    <name>parent</name> 
    <value>skin.wm_skin_pearls</value> 
    <description>parent skin</description> 
</property>
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1 つのイメージを別のイメージと置換する⽅法
1 つのイメージを別のイメージと置換するには、最初に新規イメージのコピーをスキンパッケージの
images ディレクトリに移動する必要があります。その後、skins.properties.xml ファイルに、イメージの
プロパティを記載します。

たとえば、バナーの左側に表⽰されるロゴイメージを変更して、ページをブランド再⽣するとします。新規
イメージの名前は my_logo.png です。

 <!-- images --> 
<property> 
    <name>images/logo.gif</name> 
    <value>images/my_logo.png</value> 
    <description>header logo</description> 
</property>

⾊の変更⽅法
388 ページの「カラーピッカーを使⽤した⾊の置き換え」のトピックでは、[スキン管理] ページで変更
されるいくつかの⾊が⽰されています。これと同じ変更が、skin.properties.xml ファイルでは次のように
なります。

<property> 
    <name>colors/button</name> 
    <value>#FFFFFF</value> 
    <description>button text</description> 
</property> 
<property> 
    <name>colors/button-bg</name> 
    <value>#9EB6C7</value> 
    <description>button background</description> 
</property> 
<property> 
    <name>colors/button-border</name> 
    <value>#668899</value> 
    <description>button border</description> 
</property> 
<property> 
    <name>colors/button-border-light</name> 
    <value>#BBDDEE</value> 
    <description>button border</description> 
</property> 
<property> 
    <name>colors/button-hover</name> 
    <value>#FFFFFF</value> 
    <description>button text</description> 
</property> 
<property> 
    <name>colors/button-hover-bg</name> 
    <value>#4C7499</value> 
    <description>button background</description> 
</property> 
<property> 
    <name>colors/button-hover-border</name> 
    <value>#395874</value> 
    <description>button border</description> 
</property> 
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<property> 
    <name>colors/button-hover-border-light</name> 
    <value>#ABC9D8</value> 
    <description>button border</description> 
</property> 
<property> 
    <name>colors/button-disabled</name> 
    <value>#C5C7C7</value> 
    <description>disabled button text</description> 
</property> 
<property> 
    <name>colors/button-disabled-bg</name> 
    <value>#FFFFFF</value> 
    <description>disabled button background</description> 
</property> 
<property> 
    <name>colors/button-disabled-border</name> 
    <value>#C5C7C7</value> 
    <description>disabled button border</description> 
</property>

カスケーディングスタイルシートの追加⽅法
skin.properties.xml ファイルに複数のスタイルシートを追加できます。詳細については、404 ページの
「スキンパッケージへのスタイルシートの追加」を参照してください。

スキン展開ファイル
skinDeploy.xml ファイルには、スキンパッケージの展開情報が含まれます。この展開情報全体が、root
wm_xt_skin 要素の属性として格納されます。

メモ: 新規に作成するカスタムスキンパッケージのためにこのファイルを変更する必要はありません。

次の表に、skinDeploy.xml ファイルの wm_xt_skin 要素の属性を⽰します。

属性 説明

name スキンパッケージの名前。

alias My webMethods Server で使⽤されるスキンのエイリアスのカ
ンマ区切りリスト。

description ユーザインタフェースに表⽰される際のスキンの表⽰名。

version スキンのバージョン番号。スキンパッケージを変更してリリース
する場合は、マイナーバージョン番号を増やす必要があります。

cssPreview ユーザインタフェースで html 要素のスタイルをデモ表⽰す
る、CSS スタイル宣⾔のセミコロン区切りリスト。
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属性 説明

serversideResourcePath レガシー属性。この属性の値は、常に /ui/skins/skin-name/ の
形式をとる必要があります。skin-nameはスキンのシステム名で
す。

clientsideResourcePath レガシー属性。この属性の値は、常に /ui/skins/skin-name/ の
形式をとる必要があります。skin-nameはスキンのシステム名で
す。

例
このマニュアルの他の場所で例として使⽤されている Carbon Sailing スキンパッケージの
skinDeploy.xml ファイルは、次のようになっています。

<wm_xt_skin name="wm_skin_carbon" 
    alias="skin.wm_skin_carbon,skin.carbon" 
    description="Carbon Sailing Skin" 
    version="1.0" 
    cssPreview="color:#fff; background-color:#6f6f60;" 
    serversideResourcePath="/ui/skins/wm_skin_carbon/" 
    clientsideResourcePath="/ui/skins/wm_skin_carbon/"> 
</wm_xt_skin>

カスケーディングスタイルシート
メモ: ここで説明するファイルの変更には、CSS の専⾨知識が必要です。

My webMethods Server でページが表⽰されると、そのページのスキンは、スキンを構成するすべての
プロパティが記載されているカスケーディングスタイルシート (CSS) を使⽤します。スキンパッケージを
サーバに展開したとき、およびサーバが起動するたびに、My webMethods Server によってこの基本の
CSS が⽣成されます。⽣成された CSS ファイルは、次のような複数のソースから提供されるプロパティに
基づいています。

親スキンの階層から継承されたプロパティ

スキンパッケージに含まれる skins.properties.xml ファイル

スキンパッケージ内の 1 つ以上の CSS または動的 CSS ファイル

My webMethods Server は動的 CSS ファイルを使⽤して、skin.properties.xml ファイル内のプロパティ
値を参照し、スキンパッケージ⽤に⽣成される base.css ファイルにその値を配置します。403 ページの
「動的 CSS ファイルの動作」を参照してください。

カスケーディングスタイルシートの定義
base.css
スキンパッケージのプライマリ CSS。base.css ファイルは、ほとんどの場合、⽣成された CSS
ファイルとしてしか存在せず、スキンパッケージまたはその親に含まれる他のソースによって定義
されます。base.css は、1 つ以上の拡張 CSS または動的 CSS ファイルで変更できます。カスタム
スキンパッケージに base.css ファイルを作成することはお勧めしていませんが、これを⾏う場合
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は、skin.properties.xml ファイルでこのファイルを定義します。base.css ファイルと base.csi ファイル
の両⽅を同じカスタムスキンパッケージで定義することはできません。

extended.css
スキンパッケージのセカンダリ CSS。拡張 CSS ファイルのエントリは、base.css ファイルのエントリよ
りも優先されます。複数の拡張 CSS ファイルを⽤意して、ブラウザ固有の CSS 値を提供するといったこ
とができます。拡張 CSS ファイルにそれぞれ異なる名前を付けて、skin.properties.xml ファイルで定義
します。

base.csi
skin.properties.xml ファイル (403 ページの「動的 CSS ファイルの動作」) 内のプロパティを
参照する動的 CSS ファイル。base.csi ファイルの結果として、⽣成された base.css ファイルには
skin.properties.xml ファイルからのプロパティが含まれます。トップレベルのスキンパッケージ (親がな
いスキンパッケージ) の skin.properties.xml ファイルには、スキンを構成するすべてのプロパティが記
載されます。スキンパッケージ内に base.csi ファイルがない場合、親スキンから継承されます。base.csi
ファイルは、skin.properties.xml ファイルで定義します。base.css ファイルと base.csi ファイルの両⽅
を同じカスタムスキンパッケージで定義することはできません。

extended.csi
スキンパッケージのセカンダリの動的 CSS ファイル (403 ページの「動的 CSS ファイルの動
作」)。extended.csi ファイルのエントリは、base.csi ファイルのエントリよりも優先されます。複
数の extended.csi ファイルを⽤意して、ブラウザ固有の CSS 値を提供するといったことができま
す。extended.csi ファイルにそれぞれ異なる名前を付けて、skin.properties.xml ファイルで定義しま
す。

変更するスタイルシートのタイプを選択する⽅法
使⽤するスタイルシートを決定する際には、次のガイドラインを使⽤します。

基本となる親スキンとあまり違わないカスタムスキンに選択的な変更を加えるには、extended.css
ファイルを使⽤します。extended.css ファイルは、次のファイルよりも優先されます。

親スキンパッケージ内の base.css または base.csi ファイル

カスタムスキン⽤の extended.csi ファイルを定義する場合、そこに含まれるクラスは、親スキンの
base.css または base.csi ファイル内の対応するクラスのみを上書きします。

カスタムスキンパッケージまたはその親の skin.properties.xml ファイルに対する選択的な参照を変更
するには、extended.csi ファイルを使⽤します。extended.csi ファイルは、次のファイルよりも優先
されます。

親スキンパッケージ内の base .csi ファイル

カスタムスキンパッケージ内の base.csi ファイル (作成してある場合)

新規スタイルをカスタムスキンに追加する場合は、extended.csi ファイルを使⽤して新規クラスを作
成するのが最も簡単な⽅法となります。

extended.css ファイルは、skin.properties.xml ファイルで定義する代わりに、インポートステート
メントを使⽤して extended.csi ファイルに含めることができます。たとえば、以下のステートメント
では、スキンの base.css の⽣成時に、2 つの CSS ファイルが含められます。

@import url(@skin css/general.css;);#" 
@import url(@skin css/dialog_styles.css;);#
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カスタムスキンパッケージ内の skin.properties ファイルに対して、参照⼀式の変更を必要とする広範
な変更を⾏う場合は、base.csi ファイルを使⽤します。親スキンパッケージがないスキンパッケージ
には base.csi ファイルが必要です。

カスタムスキン⽤の base.csi ファイルを定義すると、親スキン内の base.css または base.csi ファイ
ルは完全に上書きされます。カスタムの base.csi ファイルに親スキン⽤に定義したクラスのサブセッ
トが含まれる場合、⽣成される base.css ファイルにはそのクラスのサブセットのみが含まれます。

動的 CSS ファイルの動作
My webMethods Server は動的 CSS ファイル内のスキンプロパティ参照を skin.properties.xml ファイ
ル内のプロパティ値で置換して、スキンパッケージ⽤に⽣成される base.css ファイルにその値を含めま
す。トップレベルのスキンパッケージ (親がないスキンパッケージ) には、通常、base.css ファイルはな
く、代わりに base.csi ファイルを使⽤して、⽣成される base.css ファイルを作成します。

カスタムスキンパッケージで使⽤すると、この機能により、新しい skin.properties.xml ファイル
にスキンプロパティを指定するだけで、共通の祖先に基づく新規スキンを作成できるようになりま
す。skin.properties.xml ファイルに対して、動的 CSS ファイルの変更を必要としない単純な変更を⾏
う場合は、親スキンから継承される base.csi ファイルを使⽤できます。さらに広範な変更を⾏う場合
は、extended.csi ファイルを作成して、変更または追加されたプロパティを適切に参照することが必要に
なる場合があります。

メモ: ここで説明するファイルの変更には、CSS の専⾨知識が必要です。

動的 CSS ファイルは、アットルール (@規則) を使⽤して、ローカルの skin.properties.xml ファイル内
のプロパティまたは親スキンから継承されるプロパティを参照します。たとえば、base.csi ファイルに次
のルールが含まれるとします。

body { 
      @skin fonts/regular; 
      color: @skin colors/text;; 
      background-color: @skin colors/text-bg;; 
      direction: @skin dir/text;;}

さらに、skin.properties.xml ファイルに 次のプロパティ定義が含まれるとします。

<property> 
  <name>fonts/regular</name> 
  <value>font-family: trebuchet; font-size: 20px;</value> 
</property> 
<property> 
  <name>colors/text</name> 
  <value>#000</value> 
</property> 
<property> 
  <name>colors/text-bg</name> 
  <value>#fff</value> 
</property> 
<property> 
  <name>dir/text</name> 
  <value>ltr</value> 
</property>

⽣成される base.css ファイルには、次のルール が含まれます。

body { 
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      font-family: trebuchet; font-size: 20px; 
      color: #000; 
      background-color: #fff; 
      direction: ltr; 
}

スキンパッケージで使⽤するための base.csi または extended.csi ファイルを作成する場合、404 ペー
ジの「スキンパッケージへのスタイルシートの追加」で説明しているように、 skin.properties.xml ファイ
ルでこれらのファイルを宣⾔する必要があります。

スキンパッケージへのスタイルシートの追加
CSS および動的 CSS ファイルを使⽤して、スキンパッケージ⽤に⽣成される base.css ファイルを変更で
きます。CSS または動的 CSS ファイルをスキンパッケージに追加するには、カスタムスキンパッケージ⽤
の skin.properties.xml ファイルでこれらのファイルを定義します。個々のスタイルシートは、次の形式を
持つプロパティ要素で定義します。

<property> 
   <name>css/name .css</name> 
   <value>css/name.extension </value> 
   <description>optional description </description> 
</property>

<value> 要素のファイル名が <name> 要素のファイル名と同⼀の場合は、<value> 要素を省略できま
す。

skin.properties.xml ファイルにスタイルシートのプロパティ要素が含まれていない場合、親スキンのスタ
イルシートが継承されます。

メモ: スタイルシートを追加または変更した場合は、スキンパッケージの css ディレクトリにスタイルシー
トを配置する必要があります。

例: base.css

メモ: カスタムスキンパッケージで使⽤するための base.css ファイルを作成することはお勧めしません。
ただし、後に続く例と⽐較するために、ここの構⽂を使⽤することができます。

skin.properties.xml ファイルに記載できる base.css 要素は 1 つのみです。次の例では、<value> 要素
が <name> 要素と同⼀のため、<value> 要素を省略することができます。

<property> 
   <name>css/base.css</name> 
   <value>css/base.css</value> 
</property>

例: base.csi
親スキンの base.csi ファイルを上書きする広範な変更を⾏う場合に、新しい base.csi ファイルを作成
して、カスタムスキンパッケージ内でそのファイルを定義することがあります。この場合、次に⽰すよう
に、<name> 要素は base.css で、<value> 要素は base.csi になります。

<property> 
   <name>css/base.css</name> 
   <value>css/base.csi</value> 
</property>
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例: extended.css または extended.csi
extended.css および extended.csi ファイルのルールは、base.css のルールと同じです。

<property> 
   <name>css/extended.css</name> 
   <value>css/extended.css</value> 
</property>

または

<property> 
   <name>css/extended.css</name> 
   <value>css/extended.csi</value> 
</property>

例: 複数の extended.css または extended.csi ファイル
skin.properties.file には、同時に複数の extended.css または extended.csi ファイルのプロパティを含
めることができます。この機能の⽤途の 1 つとして、ブラウザ固有のプロパティを提供するという使い⽅
があります。

<property> 
   <name>css/extended.css</name> 
   <value>css/extended.csi</value> 
</property> 
<property> 
   <name>css/ie6.css</name> 
   <value>css/ie6.csi</value> 
   <description>special ie6 stylesheet rules</description> 
</property> 
<property> 
   <name>css/ie7.css</name> 
   <value>css/ie7.csi</value> 
   <description>special ie7 stylesheet rules</description> 
</property>
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シェルとは
My webMethods Server では、ページのヘッダーおよびフッターのコンテンツとレイアウトは、現在の
シェルの [ヘッダー] および [フッター] フォルダのコンテンツとレイアウトから導出されます。ページが
レンダリングされると、実際には、最⼤ 5 つのフォルダ (シェルのヘッダー、シェルの左側ナビゲーショ
ン、要求されたページ、シェルの右側ナビゲーション、シェルのフッター) のコンテンツが同時に表⽰され
ます。要求されたページのコンテンツは個別のポートレットとして表⽰されますが、シェルセクションの
コンテンツは、タイトルバー、枠、または追加のスペースなしでレンダリングされます。シェルセクション
を構成する⾏および列は、CSS クラスおよび CSS スタイルを適⽤することも、その正確な⼨法を指定して
シェルのレイアウトをさらにカスタマイズすることもできます。

[タイトルバー] シェルセクションは、ページ上の各ポートレットにタイトルバーを適⽤します。タイトル
バーには表⽰名およびポートレットを制御するボタンが含まれます。[タイトルバー] シェルセクション
は、個々のポートレット単位で⾮表⽰にできます。

[シェル管理] ページを使⽤して、シェルを作成および変更できます。[シェル管理] ページを使⽤するに
は、システム管理者からポートレットへのアクセス権を付与してもらうか、システム管理者としてログイン
する必要があります。

新規シェルの作成
新規シェルを構築する最初のステップでは、既存のシェルを親として使⽤して、シェルを作成します。新規
シェルのプロパティは、初期状態ではすべて親シェルから継承されます。これらのプロパティ (シェルセク
ション) には、ヘッダー、フッター、左側ナビゲーション、右側ナビゲーション、およびタイトルバーがあ
ります。これらのセクションを、新規のカスタムシェルセクションで置き換えることができます。

新規シェルを作成するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [シェル管理] > [新規シェルの作成]

2. [名前] フィールドに、シェルの名前を⼊⼒します。

この名前については⽂字の制限はありません。

3. [説明] フィールドに、シェルの説明を⼊⼒します (オプション)。

この説明は、[シェル管理] ページのシェルのリストに表⽰されます。

4. [親シェル] リストからシェルを選択します。新規シェルの未指定のプロパティはすべてこのシェルから
継承されます。

デフォルトでは、システムのデフォルトシェルが選択されています。

5. [作成] をクリックします。

シェルの変更
親シェルから新規シェルを作成したら、そのシェルのセクションを個々に変更して、新規シェルを構築でき
ます。
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シェルを変更するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [シェル管理]

2. シェルを変更するには、  をクリックして、[プロパティ] を選択します。

3. シェルの表⽰名を変更する場合は、[表⽰名] フィールドに、シェルの新しい名前を⼊⼒します。

4. 各種のシェルセクションを継承するための親シェルを変更する場合は、[親] リストで親シェルを選択
します。このリストには、現在サーバ上に存在するシェルが含まれています。

5. シェルセクションごとに、次の親またはソースのいずれかを指定します。

[継承] - [親シェル] フィールドで選択したシェルのシェルセクションを使⽤します。

[ポータルページ] - 既存のフォルダのコンテンツをシェルセクションで使⽤するには、[選択さ
れた項⽬] ボックスにフォルダを移動し、[選択] をクリックします。[タイトルバー] シェルセク
ションでは使⽤できません。

[ポートレット] - 既存のポートレットを使⽤するには、[選択された項⽬] ボックスにポートレッ
トを移動し、[選択] をクリックします。[タイトルバー] シェルセクションでのみ使⽤可能です。

6. 編集するシェルセクションについて、次のいずれかを実⾏します。

別のシェルから継承したシェルセクションを編集するには、[継承] を選択して [親からクローン
を作成] をクリックします。継承されたシェルセクションに基づいて My webMethods Server が
フォルダを作成します。

シェルセクションとして使⽤されている既存のフォルダを編集するには、[ポータルページ] オプ
ションを選択して、ターゲットフォルダの名前が表⽰されていることを確認します。

メモ: サーバ内でポートレットを編集することはできません。Software AG Designer を使⽤する必要
があります。

7. [編集] をクリックします。

シェルセクションを表すフォルダが編集モードで開きます。

8. 他のフォルダの場合と同様の⼿順で、シェルセクションを変更します。

9. [保存] をクリックします。

HTML <head> 要素への追加タグの挿⼊
シェルの <head> 要素に JavaScript ライブラリとスタイルシートを挿⼊できます。有効な HTML タグは
<link>、<meta>、<script> および <style> です。

HTML <head> 要素に挿⼊するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [シェル管理]

2. シェルを変更するには、  をクリックして、[プロパティ] を選択します。
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3. [HTML の拡張タグ] フィールドで、シェルにカスタムコードを追加する HTML タグを⼊⼒します。次
に例を⽰します。
<link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css"

4. [保存] をクリックします。

シェルセクションでのエイリアスの使⽤
フォルダにエイリアスがある場合は、エイリアスを使⽤して、シェルセクションとして使⽤するフォルダを
選択できます。フォルダのエイリアスの使⽤⽅法については、270 ページの「エイリアスの管理」を参照
してください。

エイリアスを使⽤してシェルセクションを選択するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [シェル管理]

2. シェルを変更するには、  をクリックして、[編集] を選択します。

3. エイリアスを関連付けるシェルセクションで、[エイリアスを使⽤] をクリックします。

4. サーバリソースセレクタの [エイリアス名] フィールドで、このシェルセクションに使⽤するフォルダの
エイリアスを⼊⼒します。

5. サーバがエイリアスを検索できることを確認するため、[テスト] をクリックします。

6. サーバがエイリアスを正しく解決した場合は、[選択] をクリックします。

7. 必要であれば、408 ページの「シェルの変更」の説明に従って、このフォルダのクローンを作成する
か、フォルダを直接編集できます。

8. [保存] をクリックします。

シェルの削除
不要になったシェルは削除できます。

シェルを削除するには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [シェル管理]

2. シェルを削除するには、  をクリックして、[削除] を選択します。

空のシェルセクションの作成
シェルには、シェルセクションを構成する 4 つのフォルダが必ず含まれています。ただし、1 つ以上の
シェルセクションを空にした (表⽰スペースを取らない) シェルの設計が必要になることも考えられま
す。ポートレットを含まず、それに関連するフォーマット情報を持たないシェルセクションは空です。My
webMethods Server が提供するデフォルトのシェルでは、[左側ナビゲーション] および [右側ナビゲー
ション] シェルセクションは、空として表⽰されます。
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[タイトルバー] シェルセクションを、他のシェルセクションのように編集することはできません。タイト
ルバーを⾮表⽰にするには、個々のポートレットの [タイトルバー] 属性を [いいえ] に設定する必要がありま
す。

シェルセクション (タイトルバー以外) を空にするには

1. システム管理者として次のように選択します。[Administration Dashboard] > [ユーザインタ
フェース] > [シェル管理]

2. シェルを変更するには、  をクリックして、[編集] を選択します。

3. リソースセレクタの [エイリアス名] フィールドに、エイリアス「shell.section.blank」を⼊⼒しま
す。

4. サーバがエイリアスを検索できることを確認するため、[テスト] をクリックします。

5. サーバがエイリアスを正しく解決した場合は、[選択] をクリックします。

6. [保存] をクリックします。
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My webMethods Server インスタンスの管理

My webMethods Server インスタンスの作成
My webMethods Server Web ユーザインタフェースを使⽤して Command Central インスタンスを作成するに
は

1. Command Central ホーム画⾯で環境を選択して、[Installations] タブをクリックします。

2. インストールの名前をクリックして、インストールの [Instances] タブに移動します。

3. [Instances] タブで [Create instance] をクリックして、My webMethods Server を選択します。

Command Central で [Create instance] ウィザードが表⽰されます。

4. [Create instance] ウィザードの [Specify Properties] 画⾯で、次の内容を指定します。

[Instance Name] - このフィールドは必須です。新規インスタンスに、マシン上のサーバイン
スタンスの中で⼀意となる名前を指定します。

[Register Windows service/UNIX daemon for automatic startup] - チェックされてい
る場合、My webMethods Server は Windows マシンではサービスとして、UNIX マシンでは
デーモンとしてインストールされます。このチェックボックスは、デフォルトでオフになっていま
す。

5. [Database] タブで、次を指定します。

フィールド 説明

Database type My webMethods Server データベースのタイプ。デフォルト
値は Oracle です。

JDBC URL データベース接続の URL は次のとおりです。

jdbc:wm:database ://hostname :port ;
databaseName=db_name ;
option =value ;option =value

database  は My webMethods Server データベースのタイ
プ、hostname  はデータベースがインストールされているサー
バのアドレス、port  はデータベースの接続ポート、db_name
は My webMethods Server が使⽤しているデータベースの
名前です。option =value  ペアで追加オプションを指定し
ます (セミコロンで区切る)。有効なデータベースのタイプ
は、oracle、db2、sqlserver、mysql、postgresql です。

例: jdbc:wm:sqlserver://localhost:1433;databaseName=WMDB

Database user データベースに接続するユーザの名前。
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フィールド 説明

Password データベース接続⽤のパスワード。

JDBC driver class JDBC ドライバのドライバクラス名。Software AG が提供する
ものとは異なる JDBC ドライバを使⽤する場合は、このフィー
ルドは必須です。

6. [Ports] タブで、次を指定します。

フィールド 説明

HTTP port オプション。新規サーバインスタンスが受信待機する HTTP
ポート。デフォルトのポート番号は 8585 です。

HTTPS port オプション。新規サーバインスタンスが受信待機する HTTPS
ポート。デフォルトのポート番号は 8586 です。

Debug port オプション。新規サーバインスタンスの Java デバッグポー
ト。デフォルトのポート番号は 10033 です。

JMX port オプション。新規サーバインスタンスの JMX ポート。デフォ
ルトのポート番号は 5002 です。

7. [Create instance] ウィザードの [Cluster] タブで、My webMethods Server クラスタ内のノード
として新規インスタンスを作成する場合、次の項⽬を指定します。

[Cluster node name] - クラスタノードの名前。クラスタに⼀意の名前を指定します。名前に
空⽩を⼊れないでください。

[JNDI provider URL] - JMS プロバイダとして使⽤する Universal Messaging サーバの
URL。

8. [Next] をクリックして設定の概要を確認し、 [Finish] をクリックして新規 My webMethods
Server インスタンスを作成します。

My webMethods Server インスタンスの更新
サーバインスタンスの更新は、新しいコンポーネントをインストールした後、またはインスタンスの設定を
変更した後に⾏います。例えば、インスタンスを My webMethods Server クラスタに追加したときなど
です。

My webMethods Server Web ユーザインタフェースを使⽤して Command Central インスタンスを更新するに
は

1. インストールの [Instances] タブでインスタンスアイコンをクリックして、更新するインスタンスを
選択します。
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2. ギヤボタンのドロップダウンメニューから [Update instance] を選択します。

3. 必要に応じてインスタンスの設定を更新し、[Next] をクリックします。以下のフィールドを設定でき
ます。

フィールド 説明

ノード名 オプション。My webMethods Server クラスタ内でインスタ
ンスをホストするサーバノードの名前。既存のサーバノードの
名前を変更するには、このフィールドを使⽤します。ノード名
には空⽩を含めないでください。

JDBC URL オプション。My webMethods Server データベースの接続
URL。

Database user オプション。My webMethods Server データベースに接続す
るユーザの名前。

Password オプション。My webMethods Server データベース接続⽤の
パスワード。

4. インスタンスの設定を確認し、[Finish] をクリックします。

My webMethods Server インスタンスの削除
My webMethods Server Web ユーザインタフェースを使⽤して Command Central インスタンスを削除するに
は

1. インストールの [Instances] タブでインスタンスアイコンをクリックして、削除するインスタンスを
選択します。

2. [Remove] をクリックして、インスタンスを削除します。

3. [OK] をクリックして、削除を確認します。

My webMethods Server インスタンス動作の⼀時停⽌と再開
Command Central Web ユーザインタフェースおよびコマンドラインインタフェースを使⽤して My
webMethods Server インスタンスの動作を⼀時停⽌および再開することができます。Command
Central から My webMethods Server インタフェースを⼀時停⽌すると、インスタンスは保守モード
になります。インスタンスが保守モードのときは、My webMethods ログインページには通知が表⽰さ
れ、Administrator または sysadmin ユーザだけがログインできます。

コマンドラインインタフェースを使⽤して My webMethods Server インスタンスを⼀時停⽌または再開
するための詳細な情報は、436 ページの「My webMethods Server-ENGINE のライフサイクルアクショ
ン」 を参照してください。
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Command Central Web ユーザインタフェースを使⽤して My webMethods Server インスタンスを⼀時停⽌
および再開するには

1. インストール製品の [Instances] タブで、⼀時停⽌または再開するインスタンスの状態アイコンをク
リックします。

2. [ Lifecycle Actions] ドロップダウンメニューで指定するアクションを選びます。

3. [OK] をクリックして、削除を確認します。

My webMethods Server ポートの設定

Command Central での My webMethods Server ポートの設定
My webMethods Server は、1 つ以上のポートでクライアントの要求を受信待機します。ポートがメッ
セージまたは要求を受信すると、My webMethods Server は適切なサービスを呼び出します。各ポート
は、特定のプロトコルで動作するように設定されています。必要に応じて、1 つ以上の追加のポートで
HTTP または HTTPS を関連付けることができます。デフォルトでは、My webMethods Server は HTTP
が 8585 で事前設定されています。

MWS_default コンポーネントは、OSGi プロファイルです。My webMethods Server コンポーネント
は、サーバインスタンスの標準的なプロファイルです。My webMethods Server コンポーネントの設定は
編集できますが、追加や削除はできません。

Command Central Web ユーザインタフェースを使⽤して、次の⼿順で My webMethods Server ポート
を設定します。

My webMethods Server ポートを設定するには

1. [Environments] パネルで、My webMethods Server インスタンスを表⽰する環境を選択します。

2. [Instances] タブを選択します。

3. 設定する My webMethods Server インスタンスを含む MWS_instanceName  ノードを展開し
ます。

4. 名前の列で My webMethods Server をクリックします。

5. [Configuration] タブを選択します。My webMethods Server が左側のペインで選択されている
ことを確認します。

6. ドロップダウンリストから [Ports] を選択します。

7. ポートを [Test] して、[Save] します。

ポート設定の編集
Command Central Web ユーザインタフェースを使⽤して、次の⼿順でサーバポート設定を変更します。

ポートを有効または無効にするには

1. [Environments] パネルから My webMethods Server 環境を設定して、 [Instances] タブから編集
する My webMethods Server インスタンスをクリックします。
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2. [Configuration] タブをクリックします。

3. ドロップダウンリストで [Ports] を選択します。

4. 編集するポートの数をクリックして、[Edit] をクリックします。ポートの設定が編集可能になりま
す。ポートの設定に必要な変更を加えます。

5. 変更を [Test] して、[Save] します。

ディレクトリサービスの設定
My webMethods Server には、デフォルトのシステムユーザを使⽤する内部ディレクトリが含まれま
す。LDAP などの外部ディレクトリを使⽤している場合、そのディレクトリから外部ディレクトリサービス
を介してユーザやグループ情報にアクセスできるように My webMethods Server を設定することができ
ます。Command Central Web ユーザインタフェースを使⽤して、ディレクトリサービスを作成し、My
webMethods Server を外部の LDAP、ADSI または ADAM サーバに接続できます。

外部ディレクトリサービスを設定するには

1. [Environments] パネルで、設定する My webMethods Server インスタンスの環境を選択します。

2. [Instances] タブを選択します。

3. My webMethods Server インスタンスの MWS_instanceName  ノードを展開します。

4. My webMethods Server をクリックします。

5. [Configuration] タブを選択します。My webMethods Server が左側のペインで選択されている
ことを確認します。

6. ドロップダウンリストから[LDAP] を選択します。

7.  をクリックして、次のオプションからディレクトリサービスのタイプを選択して追加します。

LDAP - Lightweight Directory Access Protocol。

ADSI - Active Directory Service Interfaces。

ADAM - Active Directory Application Mode。

8. ディレクトリサービスを設定するフォームを⼊⼒します。

使⽤可能な設定の詳細については、88 ページの「LDAP、ADSI、ADAM ディレクトリサービスのプロ
パティ」を参照してください。

9. ディレクトリサービスの設定をテストして、保存します。

LDAP、ADSI、ADAM ディレクトリサービスのプロパティ
LDAP、ADSI、または ADAM タイプの外部ディレクトリサービスを設定する場合、以下のプロパティを設
定できます。

[全般] セクション
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プロパティ 説明

[名前] 必須。外部ディレクトリサービスを識別する名前。My
webMethods Server は、この名前を使⽤してユーザインタ
フェース内で外部ディレクトリサービスを表⽰します。

[説明] 外部ディレクトリサービスに関する説明的なコメント。

[キーワード] 外部ディレクトリサービスの検索に使⽤する 1 つ以上のキー
ワード。

[キャッシュ] セクション

プロパティ 説明

[キャッシュ容量] 必須。キャッシュに⼊れるデータベースクエリーの数。デ
フォルトは 1000 です。

[キャッシュタイムアウト] 必須。キャッシュ容量を超えない限り、クエリーがキャッ
シュに残る時間。デフォルトは 1 時間です。

[接続情報] セクション

プロパティ 説明

[サービスの有効化] ディレクトリサービスを有効および無効にします。デフォル
トは [はい (このサービスを有効にする)] です。

[接続エラーのしきい値] 必須。このサービスを無効にするまでに発⽣する最⼤接続エ
ラー数です。デフォルトは 10 です。

[⾃動再接続] 接続エラーのしきい値に達した後にサービスが無効になった
場合、またはネットワーク障害や定期メンテナンスのために
サーバへの接続が失われた場合に、ディレクトリサーバへの
再接続を試⾏します。デフォルトでは有効になっています。

[⾃動再接続間隔] 次の再接続試⾏まで待機する期間 (秒)。デフォルトは 6 で
す。

[プロバイダ URL] 必須。次の構⽂を使⽤した外部ディレクトリサーバの URL。

ldap://host_name :port_number



M
Even Header

My webMethods Server 管理者ガイド

My webMethods Server 管理者ガイド バージョン 10.4 422

プロパティ 説明

[基本 DN] 必須。ディレクトリサーバにクエリーを⾏
う際に使⽤するルート識別名。たとえば、
「ou=mywebMethods,o=webmethods.com」と⼊⼒します。

[ユーザ DN] ユーザの検索やロードの際に使⽤する追加のユーザ DN。

[グループ DN] ユーザの検索やロードの際に使⽤する追加のグループ DN。

[セキュリティプリンシパル] 必須。外部ディレクトリサーバへのログインに必要な識別
名。

[セキュリティクレデンシャル] 必須。外部ディレクトリサーバへのログインに必要なパス
ワード。

[フェイルオーバー URL] [プロバイダ URL] フィールドで指定したプライマリ LDAP
サーバの障害の際に My webMethods Server がフェイル
オーバーで使⽤する、別の LDAP サーバの URL。複数の場合
はスペースで区切ります。

[検索タイムアウト] 必須。LDAP 検索クエリーが期限切れになるまでの最⼤時間
(秒)デフォルトは 0 で、クエリーが期限切れになりません。

custom_wrapper.conf ファイルで接続タイムアウトを設定
しない限り、My webMethods Server は LDAP サーバへの
接続タイムアウトの定義に [検索タイムアウト] の値を使⽤
します。LDAP サーバの接続タイムアウトの設定の詳細につ
いては、Administering My webMethods Server94 ペー
ジの「LDAP ディレクトリサービスの接続タイムアウトの設
定」を参照してください。

[デフォルトワイルドカード検索を
有効にする]

必須。ディレクトリ検索でワイルドカード⽂字の使⽤を有効
または無効にします。デフォルトは [はい (デフォルトワイル
ドカード検索を有効化)] です。

ワイルドカード検索を無効にすると、⼤規模なサーバの場合
にパフォーマンスが向上します。ワイルドカードを使⽤す
る場合、サーバでは内部インデックスが検索に使⽤されませ
ん。

[グループ全域ディレクトリサービ
スを有効にする]

必須。My webMethods Server で設定されたすべての外部
ディレクトリサービスに対してグループメンバーシップのク
エリーを⾏うかどうかを⽰します。このオプションを有効に
すると、すべてのディレクトリサービスに対してグループメ
ンバーシップのクエリーが⾏われるため、ログインパフォー
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プロパティ 説明

マンスが著しく低下します。デフォルトは [いいえ、グルー
プ全域ディレクトリサービス] です。

詳細については、Administering My webMethods
Server95 ページの「ディレクトリサービス間のグループメ
ンバーシップ」を参照してください。

[GroupQuickSearch を有効
にする]

Active Directory で必須。再帰検索の代わりに 1 つのクエ
リーを使⽤している Active Directory ユーザのグループメン
バーシップを特定するかどうかを⽰します。このオプション
を有効にすると、検索では 1 つのクエリーを使⽤するため、
ログインパフォーマンスが向上します。ユーザは、Active
Directory セキュリティグループまたは標準グループのいず
れかに属している必要があります。デフォルトは [無効] で
す。

[Active Directory ドメイン
URL]

Active Directory にのみ適⽤されます。複数の Active
Directory サブドメイン URL をスペースで区切って指定しま
す。

[⾼度なオブジェクトフィルタ] セクション

プロパティ 説明

[ユーザオブジェクトフィルタ] ユーザの検索時にすべてのクエリーに対して My
webMethods Server が適⽤する LDAP フィルタ。My
webMethods Server で公開されるオブジェクトのタイプを
制限する技術 LDAP クエリーを使⽤します。

メモ: My webMethods Server ディレクトリのデバッグログを
調べて、クエリーが正しく動作していることを確認することを
お勧めします。

[グループオブジェクトフィルタ] グループの検索時にすべてのクエリーに対して My
webMethods Server が適⽤する LDAP フィルタ。My
webMethods Server で公開されるオブジェクトのタイプを
制限する技術 LDAP クエリーを使⽤します。

メモ: My webMethods Server ディレクトリのデバッグログを
調べて、クエリーが正しく動作していることを確認してくださ
い。

[ネストされたグループを使⽤す
る]

ネストされた LDAP グループ内での検索を有効または無効に
します。デフォルト値は [いいえ (ネストされたグループを使
⽤しない)] です。
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プロパティ 説明

[仮想リスト表⽰制御 (VLV) を
使⽤する]

LDAP クエリーのオブジェクトのサブセットを取得するため
に、仮想リスト表⽰制御 (VLV) を使⽤するかどうかを指定し
ます。デフォルト値は [いいえ (VLV 制御を使⽤しない)] で
す。LDAP サーバ制御の⾃動設定が無効になっている場合に
のみ適⽤されます。

[サーバ側ページング制御を使⽤
する]

LDAP クエリーの結果をページングするために、サーバ側
ページング制御を使⽤するかどうかを指定します。デフォル
ト値は [いいえ (ページング制御を使⽤しない)] です。LDAP
サーバ制御の⾃動設定が無効になっている場合にのみ適⽤さ
れます。

[サーバ側並べ替え制御を使⽤す
る]

LDAP クエリーの結果を特定の順番に並べ替えるために、
サーバ側並べ替え制御を使⽤するかどうかを指定します。
デフォルト値は [いいえ (並べ替え制御を使⽤しない)] で
す。LDAP サーバ制御の⾃動設定が無効になっている場合に
のみ適⽤されます。

[サーバ側制御を⾃動設定] My webMethods Server による LDAP サーバ制御の⾃動設
定を有効または無効にします。デフォルト値は [はい (制御を
⾃動設定)] です。

[ユーザ属性] セクション

プロパティ 説明

[ユーザオブジェクトクラス] 必須。外部ディレクトリサービスのユーザオブジェクトクラ
ス属性。デフォルトは「person」です。

[ユーザ ID] 必須。外部ディレクトリサービスのユーザ ID 属性。デフォ
ルトは「uid」です。

[名] 必須。外部ディレクトリサービスの名属性。デフォルトは
「sn」です。

[姓] 必須。外部ディレクトリサービスの姓属性。デフォルトは
「givenName」です。

[⽒名] 必須。外部ディレクトリサービスの⽒名属性。デフォルトは
「cn」です。
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プロパティ 説明

[電⼦メール] 必須。外部ディレクトリサービスの電⼦メールアドレス属
性。デフォルトは「mail」です。

[パスワード] 必須。外部ディレクトリサービスのパスワード属性。

[ユーザが無効] ユーザが無効化されていると識別する外部ディレクトリサー
ビス内の属性の名前。デフォルトは「true」です。

[「ユーザが無効」値の正規表現] 外部ディレクトリサービスの「ユーザが無効」属性を検証す
るために使⽤される正規表現。

[UUID] ユーザの汎⽤的に⼀意な識別⼦として使⽤される属性の
名前。最⼤ 128 ⽂字の⽂字列 (たとえば「cn」または
「email」) を指定できます。

既存のディレクトリサービスの [UUID] の値を変更する場
合、UserDirectory_UpdateUUID ユーティリティを実⾏して、
ディレクトリサービスのユーザの UUID 値を更新する必要があ
ります。

詳細については、Administering My webMethods
Server96 ページの「 ユーザへの Universally Unique
Identifier (UUID) の設定」を参照してください。

[グループ属性] セクション

プロパティ 説明

[グループオブジェクトクラス] 必須。外部ディレクトリサービスのグループオブジェクトク
ラス属性。デフォルトは「groupofuniquenames」です。

[グループ ID] 必須。外部ディレクトリサービスのグループ ID 属性。デ
フォルトは「cn」です。

[グループ名] 必須。外部ディレクトリサービスのグループ名属性。デフォ
ルトは「cn」です。

[グループのメンバー] 必須。外部ディレクトリサービスのグループのメンバー属
性。デフォルトは「uniquemember」です。

[グループ電⼦メール] 必須。外部ディレクトリサービスのグループ電⼦メール属
性。デフォルトは「mail」です。
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[接続プール] セクション

プロパティ 説明

[接続数の最⼩値] 外部ディレクトリサーバに対して常に開いておく最⼩接続
数。デフォルトは 1 です。

[接続数の最⼤値] 外部ディレクトリサーバに対して常に開いておく最⼤接続
数。デフォルトは 20 です。

[最⼤接続時間] 外部ディレクトリサーバへの接続を再利⽤するまで開いてお
く最⼤時間。LDAP 接続が検索プロセス中に開いておくよう
に、この値はサーバによって LDAP 検索ごとにリセットされ
ます。デフォルトは 10 分です。

[クリーンアップの間隔] 期限切れの LDAP 接続をクリーンアップする時間間隔。デ
フォルトは 1 分です。

メモ: ⼀部の LDAP 実装では、ページング Cookie は特定の LDAP 接続にバインドされます。最⼤接続数プ
ロパティの値が同時 LDAP 検索を処理するのに⼗分に⼤きく、最⼤接続時間プロパティの値が指定した時
間範囲内で検索を終了させるのに⼗分に⻑いことを確認します。

My webMethods Server 電⼦メールの設定
Command Central Web ユーザインタフェースを使⽤して、次の⼿順で My webMethods Server 電⼦
メールを設定します。

電⼦メールを設定するには

1. [Environment] パネルから My webMethods Server 環境を設定して、 [Instances] タブからイン
スタンスをクリックします。

2. [Configuration] タブをクリックします。

3. ドロップダウンリストから [Email] を選択します。

Command Central は My webMethods Server の SMTP サーバ設定を表⽰します。

4. [Edit] をクリックします。

5. [Connection Basics] で次を指定します。

フィールド 説明

Server Name SMTP サーバのホスト名。たとえば、「smtp.server.com」と⼊⼒しま
す。
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フィールド 説明

Port SMTP サーバのポート番号。

Sender Name サーバが送信する電⼦メールメッセージの [From] フィールドで使⽤され
るデフォルトの名前。

Sender Email サーバが送信する電⼦メールメッセージの [From] フィールドで使⽤され
るデフォルトの電⼦メールアドレス。

6. [Advanced Setting] を展開して、次を指定します。

フィールド 説明

SMTP
Username

オプション。My webMethods Server が認証のために提⽰するユーザ
名。SMTP サーバで認証が必要な場合に、ユーザ名を指定します。

SMTP
Password

オプション。[SMTP Username] に関連付けられているパスワー
ド。SMTP サーバで認証が必要な場合に、適切なパスワードを指定しま
す。

7. [Test] をクリックし、電⼦メールの設定を [Save] します。

My webMethods Server 環境変数の設定

Command Central で My webMethods Server 変数を設定する
ときの考慮事項
My webMethods Server 環境変数を設定する場合、次の命名規則を考慮してください。

変数名と値の⻑さが 255 ⽂字を超えないようにします。

変数名は⼤⽂字⼩⽂字を区別します。

変数名には、特殊⽂字の制限は適⽤されません。

My webMethods Server 変数の設定
Command Central ユーザインタフェースで My webMethods Server 環境変数を追加する場合、次のカ
スタムタイプのいずれかを選択します。

Default:セキュアなフィールドなしで変数を作成します。

Secure:値が My webMethods Server によって暗号化されているパスワード変数を作成します。

次の表に、Command Central ユーザインタフェースで My webMethods Server グローバル環境変数を
追加または編集するときに⼊⼒するフィールドを⽰します。
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フィールド 説明

Key 必須。My webMethods Server グローバル環境変数の名前。My
webMethods Server は、環境変数の置換の実⾏時に、このキーを使⽤して環
境変数を参照します。

メモ: 変数の編集時には、[Key] フィールドは無効になります。

Type 必須。My webMethods Server グローバル環境変数のデータタイプ。

メモ: 変数の編集時には、[Type] フィールドは無効になります。

Value My webMethods Server グローバル環境変数の値。

セキュアな環境変数を追加または編集する場合、このフィールドで指定した値
は⾮表⽰です。環境変数を保存すると、[Value] フィールドは空のままになり
ます。

重要: 環境変数を追加または編集した後は、変数を使⽤している webMethods アプリケーションが⾃動的
に再起動されます。

My webMethods Server インスタンスの KPI の監視
Command Central Web ユーザインタフェースで My webMethods Server インスタンスの KPI を監視するに
は

1. [Environments] パネルで、監視する環境を選択します。

2. [Instances] タブをクリックします。

3. 監視する My webMethods Server を選択します。

4. [Overview] タブをクリックします。

[Dashboard] の [Monitoring] セクションに、My webMethods Server インスタンスの KPI が表⽰さ
れます。

次の表に、My webMethods Server が返す KPI を⽰します。

名前 マージナル値 クリティカル値 最⼤値

Number of user
sessions

最⼤値 の 80% 最⼤値 の 95% 少なくとも 100 ま
たは最⾼⽔準点。

(最⾼⽔準点は到達
したことのある最⾼
値)
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名前 マージナル値 クリティカル値 最⼤値

JDBC connection
pool size (JDBC へ
の接続の最⼤数)

最⼤値 の 80% 最⼤値 の 95% 設定どおり。

Average
response time (ミ
リ秒)

最⼤値 の 50% 最⼤値 の 90% 少なくとも 10 秒ま
たは最⾼⽔準点。

信⽤できる認証を使⽤した My webMethods Server への接
続
デフォルトでは、Command Central のバージョン 9.8 以上が My webMethods Server に接続する際
に、SAML ベースの信頼できる認証を使⽤します。この機能を有効にする操作を実⾏する必要はありませ
ん。

ただし、My webMethods Server 管理 Web ユーザインタフェースで [Assertion Parameter
Name] フィールドの値を変更する場合、My webMethods Server ランタイムコンポーネント
を管理する Platform Manager の custom_wrapper.conf ファイルで追加の Java パラメータ
MWS.SAML.paramname を設定する必要があります。MWS.SAML.paramname パラメータでは、変更
した [Assertion Parameter Name] の値を指定します。アサーションパラメータ名の値の設定の詳細につ
いては、「Administering My webMethods Server」を参照してください。

Platform Manager で MWS.SAML.paramname パラメータを設定するには

1. Software AG_directory\profiles\SPM\configuration ディレクトリに移動
し、custom_wrapper.conf ファイルをテキストエディタで開きます。

2. 次のパラメータを追加します。

wrapper.java.additional.number =
-DMWS.SAML.paramname=assertionParameterName

number  はファイルに既存しているパラメータの数で決まる⼀意のシーケンス番
号、assertionParameterName  は My webMethods Server 変更された管理ユーザインタフェース内
の [Assertion Parameter Name] フィールドの値です。

3. ファイルを保存して、Platform Manager を再起動します。
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My webMethods Server がサポートするコマンド
次の表に、My webMethods Server がサポートするすべての Platform Manager コマンドと、各コマン
ドの参照先を⽰します。

コマンド 参照先

sagcc create configuration data このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

このコマンドの使⽤に関する My webMethods
Server 固有の情報については、434 ページの「My
webMethods Server-ENGINE がサポートする設定タ
イプ」を参照してください。

sagcc delete configuration data このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

sagcc get configuration data このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

このコマンドの使⽤に関する My webMethods
Server 固有の情報については、434 ページの「My
webMethods Server-ENGINE がサポートする設定タ
イプ」を参照してください。

sagcc update configuration data このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

sagcc get configuration instances このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

sagcc list configuration instances このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

このコマンドの使⽤に関する My webMethods
Server 固有の情報については、434 ページの「My
webMethods Server-ENGINE がサポートする設定タ
イプ」を参照してください。

sagcc get configuration types このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

このコマンドの使⽤に関する My webMethods
Server 固有の情報については、434 ページの「My
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コマンド 参照先

webMethods Server-ENGINE がサポートする設定タ
イプ」を参照してください。

sagcc list configuration types このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

このコマンドの使⽤に関する My webMethods
Server 固有の情報については、434 ページの「My
webMethods Server-ENGINE がサポートする設定タ
イプ」を参照してください。

sagcc exec configuration validation

create

このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

このコマンドの使⽤に関する My webMethods
Server 固有の情報については、434 ページの「My
webMethods Server-ENGINE がサポートする設定タ
イプ」を参照してください。

sagcc exec configuration validation

delete

このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

sagcc exec configuration validation

update

このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

このコマンドの使⽤に関する My webMethods
Server 固有の情報については、434 ページの「My
webMethods Server-ENGINE がサポートする設定タ
イプ」を参照してください。

sagcc create instances このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

このコマンドの使⽤に関する My webMethods
Server 固有の情報については、437 ページの「My
webMethods Server インスタンスの作成」を参照し
てください。

sagcc delete instances このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

sagcc list instances supported

products

このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

sagcc update instances このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。
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コマンド 参照先

このコマンドの使⽤に関する My webMethods
Server 固有の情報については、441 ページの「My
webMethods Server インスタンスの更新」を参照し
てください。

sagcc get inventory components このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

sagcc list inventory components このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

sagcc update inventory components このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

sagcc exec lifecycle このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

このコマンドの使⽤に関する My webMethods
Server 固有の情報については、436 ページの「My
webMethods Server-ENGINE のライフサイクルアク
ション」を参照してください。

sagcc get monitoring このコマンドの⼀般情報については、『Software AG
Command Central Help』を参照してください。

このコマンドの使⽤に関する My webMethods Server
固有の情報については、以下を参照してください。

442 ページの「My webMethods Server-ENGINE
のランタイムの監視状態」

443 ページの「My webMethods Server ランタイ
ムの監視状態」

My webMethods Server-ENGINE がサポートする設定タイ
プ
My webMethods Server-ENGINE ランタイムコンポーネントは、次の表に⽰す設定タイプのインスタン
スの作成をサポートします。

設定タイプ 設定対象

COMMON-ADMINUI My webMethods Server への完全 URL。
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設定タイプ 設定対象

My webMethods Server HTTP ポートが有効な場合
は、hostname  に My webMethods Server ホスト
名、httpport  に My webMethods Server HTTP ポート番
号を⼊れて次の形式を使⽤します。

http://hostname :httpport

My webMethods Server HTTPS ポートが有効で、HTTP
ポートが有効ではない場合は、hostname  に My
webMethods Server ホスト名、httpport  に My
webMethods Server HTTPS ポート番号を⼊れて次の形式
を使⽤します。

https://hostname :httpsport

COMMON-CLUSTER My webMethods Server クラスタの設定。My webMethods
Server クラスタのロードバランサ、JMS プロバイダ、および
ノード役割を設定できます。指定するフィールドと値の詳細に
ついては、「Administering My webMethods Server」を参
照してください。

重要: ノードを再起動した後にのみ、クラスタの設定の変更が反
映されます。

COMMON-JDBC My webMethods Server データベース接続のデフォルトの接
続プール。コマンドラインインタフェースでプールを編集でき
ますが、削除はできません。

また、My webMethods Server で実⾏されているカスタム
Composite Application Framework (CAF) アプリケーショ
ンが使⽤する追加のカスタム JDBC プールを追加、更新、削
除することができます。

メモ: コマンドラインインタフェースでこの設定タイプのイン
スタンスを管理できますが、Command Central ユーザインタ
フェースでは管理できません。

COMMON-KEYSTORES My webMethods Server のキーストア。My webMethods
Server が HTTPS ポートに使⽤するキーストアを編集して、
独⾃のキーストアを指定できます。

メモ: コマンドラインインタフェースでこの設定タイプのイン
スタンスを管理できますが、Command Central ユーザインタ
フェースでは管理できません。

COMMON-LOCAL-USERS My webMethods Server インスタンスの内部ユーザを管理
するための設定。COMMON-LOCAL-USERS-userId  は、各



M
Even Header

コマンドラインを使⽤する My webMethods Server の管理

My webMethods Server 管理者ガイド バージョン 10.4 436

設定タイプ 設定対象

ユーザの詳細の設定をサポートします。指定するフィールド
と値の詳細については、「Administering My webMethods
Server」を参照してください。

COMMON-PORTS My webMethods Server HTTP ポートと HTTPS ポート。

ポートを追加、編集、削除する場合、次の点に注意してくださ
い。

少なくとも HTTP ポートが 1 つまたは HTTPS ポートが 1
つ定義されていることを確認します。

HTTP ポートが定義されている場合のみ、HTTPS ポートを
削除できます。HTTPS ポートを削除しても、後で再度追加
できます。

HTTPS ポートが定義されている場合のみ、HTTP ポートを
削除できます。HTTP ポートを削除しても、後で再度追加で
きます。

ポート番号の編集に関しては制限がありません。

メモ: ポートが有効な場合は、Command Central ユーザインタ
フェースでもポートを管理できます。My webMethods Server
クラスタ管理でポートを有効にして、My webMethods Server
を再起動すると、ポートが Command Central ユーザインタ
フェースに表⽰されます。

COMMON-SMTP 電⼦メールメッセージを送信するための設定。

COMMON-TRUSTSTORES My webMethods Server のトラストストア。My
webMethods Server が HTTPS ポートに使⽤するトラストス
トアを編集して、独⾃のトラストストアを指定できます。

メモ: コマンドラインインタフェースでこの設定タイプのイン
スタンスを管理できますが、Command Central ユーザインタ
フェースでは管理できません。

COMMON-VARS My webMethods Server のグローバル環境変数。

My webMethods Server-ENGINE のライフサイクルアクショ
ン
Software AG Command Central コマンドラインユーティリティまたは Web ユーザインタフェースを使
⽤して、My webMethods Server のライフサイクル操作を実⾏できます。Web ユーザインタフェースの
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詳細については、418 ページの「My webMethods Server インスタンス動作の⼀時停⽌と再開」を参照し
てください。

sagcc exec administration コマンドの⼀般的な情報については、Software AG Command Central
Helpを参照してください。

以下の表に、My webMethods Server-ENGINE が sagcc exec lifecycle コマンドを使ってサポートする
アクション、および、アクションの実⾏時に My webMethods Server ランタイムコンポーネントが返す
状態を⽰します。

アクション 説明

pause ランタイムコンポーネントを保守モードにします。成功した場合、
ランタイム状態が NOT_READY に設定されます。

resume ランタイムコンポーネントを保守モードから通常状態に戻します。
成功した場合、ランタイム状態が ONLINE に設定されます。

My webMethods Server-ENGINE ランタイムコンポーネントが報告するランタイムの状態の詳細情報に
ついては、442 ページの「My webMethods Server-ENGINE のランタイムの監視状態」 を参照してく
ださい。

My webMethods Server インスタンスの管理

My webMethods Server インスタンスの作成
次の表に、Command Central インスタンス管理コマンドを使⽤して My webMethods Server インスタ
ンスを作成するときに含めるパラメータを⽰します。

コマンド パラメータ 説明

sagcc

create

instances

MwsProgramFiles 必須。インストール済み My webMethods Server
製品 ID。

instance.name=name 必須。新規 My webMethods Server インスタンス
の名前。デフォルト名は default です。

 

fixRepository=repoID オプションですが推奨されています。製品の初期イ
ンストール時に修正をインストールするために使
⽤された 修正リポジトリの ID を指定します。こ
の ID は Command Central に登録されています。
このパラメータを使⽤すると、Command Central
は、作成される新しい製品インスタンスに必要な修
正をこのリポジトリから再インストールします。
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コマンド パラメータ 説明

このパラメータを含めない場合、Command
Central は新しい製品インスタンスに修正を適⽤し
ないことに注意してください。

db.type=type 必須。新しいサーバインスタンスが使⽤するデータ
ベースのタイプ。次のいずれかのデータベースを指
定します。

sqlserver または ms: Microsoft SQL Server

oracle: Oracle

db2: DB2

mysqlee - MySQL Enterprise Edition

mysqlce - MySQL Community Edition

postgresql - PostgreSQL

db.url="url" 必須。データベースの接続 URL。url 値を⼆重引⽤
符で囲みます。

db.username=name 必須。My webMethods Server データベースに割
り当てられたユーザ名。

db.password=password 必須。My webMethods Server データベースユー
ザのパスワード。

[install.service={true|

false}]

オプション。My webMethods Server の新規イン
スタンスをアプリケーションとしてインストールす
るか、サービスとしてインストールするかを指定し
ます。有効な値は次のとおりです。

true - サービスとしてインストールします。

false - アプリケーションとしてインストールしま
す (デフォルト)。

db.driver=name オプション。My webMethods Server データベー
スへの接続に使⽤する JDBC ドライバーのクラス
名。

 

node.name=name オプション。新規サーバインスタンスをホスト
するクラスタノードの名前。デフォルトの名前は
「master」です。
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コマンド パラメータ 説明

http.port=port オプション。新規サーバインスタンスが受信待機す
るポート番号。デフォルトのポート番号は 8585 で
す。

https.port=port オプション。新規サーバインスタンスが受信待機す
る HTTPS ポート。値 0 を指定すると、リスナーが
無効になります。

debug.port=port オプション。新規サーバインスタンスの Java デ
バッグポート。デフォルトのポート番号は 10033 で
す。

jmx.port=port オプション。新規サーバインスタンスの JMX ポー
ト。デフォルトのポート番号は 5002 です。

server.features={core|

default|fabric|all}

オプション。新規サーバインスタンスに設定された
コンポーネント機能のセット。次のいずれかの値を
指定します。

core: Software AG Designer を使⽤した JSR
168 ポートレットの開発をサポートするために必
要な最⼩限の機能セット。この値は、単⼀のスキ
ンおよびシェルを持つ純粋なランタイムを⽰しま
す。管理機能または設定機能はありません。

default: My webMethods Server 機能の標
準セット。Software AG_directory\MWS\
components ディレクトリにある追加機能や開
発ツールは含まれません。これがデフォルト値で
す。

fabric: インストールされているすべての My
webMethods Server ユーザインタフェースを含
む My webMethods Server のデフォルト分類。

all: 機能の標準セットおよび
Software AG_directory\MWS\components
ディレクトリにあるすべてのコンポーネント。

 

components.include=name オプション。新規サーバインスタンスに含める
Software AG_directory\MWS\components ディ
レクトリ内のコンポーネント。
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コマンド パラメータ 説明

components.exclude=name オプション。新規サーバインスタンスから除外する
Software AG_directory\MWS\components ディ
レクトリ内のコンポーネント。

 
components.overwrite=

{true|false}

オプション。Software AG_directory\MWS
\components ディレクトリ内のコンポーネント
ファイルより古い Software AG_directory\MWS
\server\serverName \deploy ディレクトリ内の
コンポーネントファイルを上書きするかどうかを指
定します。有効な値は次のとおりです。

true - \deploy ディレクトリ内のコンポーネント
ファイルを上書きします。

false - \deploy ディレクトリ内のコンポーネン
トファイルを上書きしません。これがデフォルト
値です。

Command Central 実⾏する場合の例
次の値を使⽤して、エイリアス名「local」のインストールにインストール済み My webMethods
Server に対して新規インスタンスを作成する例: インスタンス名: test1、データベースタイプ:
sqlserver、データベースユーザ名: mws、データベースのパスワード: mws、データベース URL:
jdbc:wm:sqlserver://localhost:1433;databaseName=testDB。

sagcc create instances local MwsProgramFiles  instance.name=test1 
db.type=sqlserver db.username=mws db.password=mws 
db.url="jdbc:wm:sqlserver://localhost:1433;databaseName=testDB"

次の値を使⽤して、エイリアス名「local」のインストールにインストール済み My webMethods
Server に対して新規インスタンスを作成する例: インスタンス名: test1、データベースタイ
プ: sqlserver、データベースユーザ名: mws、データベースのパスワード: mws、データベース
URL: jdbc:wm:sqlserver://localhost:1433;databaseName=testDB、データベースドライバ:
com.wm.dd.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver、 HTTP ポート: 9595、JMX ポート: 7000。

sagcc create instances local MwsProgramFiles  instance.name=test1 
db.type=sqlserver db.username=mws db.password=mws 
db.url="jdbc:wm:sqlserver://localhost:1433;databaseName=testDB" 
db.driver=com.wm.dd.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver http.port=9595 
jmx.port=7000

次の値を使⽤して、ローカルインストールにインストール済みの My webMethods Server に
対して新規インスタンスを作成し、インスタンスをサービスとして登録する例: インスタン
ス名: test1、HTTP ポート: 9595、JMX ポート: 7000。新規 My webMethods Server イ
ンスタンスは、次の値の外部データベースを使⽤します: データベースタイプ: sqlserver、
データベースユーザ名: mws、データベースのパスワード: mws、データベース URL:
jdbc:wm:sqlserver://localhost:1433;databaseName=testDB、データベースドライバ:
com.wm.dd.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver。

sagcc create instances local MwsProgramFiles instance.name=test1 
db.type=sqlserver db.username=mws db.password=mws 
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db.url="jdbc:wm:sqlserver://localhost:1433;databaseName=testDB" 
db.driver=com.wm.dd.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver http.port=9595 
jmx.port=7000 install.service=true

Platform Manager 実⾏する場合の例
次の値を使⽤して、インストール済みの My webMethods Server に対して新規インスタンス
を作成する例: インスタンス名: test1、データベースタイプ: sqlserver、データベースユー
ザ名: mws、データベースのパスワード: mws、データベース URL: jdbc:wm:sqlserver://
localhost:1433;databaseName=testDB。

sagcc create instances MwsProgramFiles  instance.name=test1 
db.type=sqlserver db.username=mws db.password=mws 
db.url="jdbc:wm:sqlserver://localhost:1433;databaseName=testDB"

次の値を使⽤して、インストール済みの My webMethods Server に対して新規イン
スタンスを作成する例: インスタンス名: test1、データベースタイプ: sqlserver、
データベースユーザ名: mws、データベースのパスワード: mws、データベース URL:
jdbc:wm:sqlserver://localhost:1433;databaseName=testDB、データベースドライバ:
com.wm.dd.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver、 HTTP ポート: 9595、JMX ポート: 7000。

sagcc create instances MwsProgramFiles  instance.name=test1 
db.type=sqlserver db.username=mws db.password=mws 
db.url="jdbc:wm:sqlserver://localhost:1433;databaseName=testDB" 
db.driver=com.wm.dd.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver http.port=9595 
jmx.port=7000

My webMethods Server インスタンスの更新
次の表に、sagcc update instances コマンドを使⽤して My webMethods Server インスタンスを更新す
るときに含めるパラメータを⽰します。

パラメータ 説明

MwsProgramFiles- 必須。更新する My webMethods Server インスタンス
の ID。たとえば MwsProgramFiles-test1 です。

components.overwrite={true|

false}

オプション。Software AG_directory\MWS
\components ディレクトリ内のコンポーネントファ
イルより古い Software AG_directory\MWS\server
\serverName \deploy ディレクトリ内のコンポーネン
トファイルを上書きするかどうかを指定します。有効な
値は次のとおりです。

true - \deploy ディレクトリ内のコンポーネントファ
イルを上書きします。

false - \deploy ディレクトリ内のコンポーネント
ファイルを上書きしません。これがデフォルト値で
す。
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パラメータ 説明

dont.update.classpath={true|

false}

オプション。⽣成された My webMethods Server クラ
スパスを更新するかどうかを指定します。有効な値は次
のとおりです。

true - サーバクラスパスを更新しません。

false - サーバクラスパスを更新します。これがデフォ
ルト値です。

platformdir=path オプション。プラットフォームのインストー
ルディレクトリへのパス。デフォルトパスは
Software AG_directory です。

node.name=name オプション。My webMethods Server インスタンスを
ホストするクラスタノードの名前。インスタンスを更新
するときに、新しい値を指定してクラスタノードの名前
を変更します。

timeout=number オプション。コマンド実⾏の試みを終了する前に、コマ
ンドの終了を待つ秒数を指定します。

sagcc update instances コマンドの使⽤⽅法の詳細については、Software AG Command Central
Helpを参照してください。

My webMethods Server インスタンスの削除
sagcc delete instances コマンドを使⽤して、My webMethods Server インスタンスを削除できま
す。sagcc delete instances コマンドの使⽤⽅法の詳細については、Software AG Command Central
Helpを参照してください。

My webMethods Server-ENGINE のランタイムの監視状
態
次の表は、sagcc get monitoring state コマンドに応答して、My webMethods Server-ENGINE ランタ
イムコンポーネントが返すことができるランタイムの状態と、各状態の意味を⽰します。

ランタイムの状態 意味

ONLINE My webMethods Server-ENGINE ランタイムコンポーネントは実⾏され
ています。

プロファイル JVM が実⾏されていて、My webMethods Server ポートが
応答している場合、ランタイムコンポーネントは ONLINE を⽰します。
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ランタイムの状態 意味

ERROR 何らかの障害のため My webMethods Server-ENGINE ランタイムコン
ポーネントは実⾏されておらず、再起動にも失敗しました。

My webMethods Server がデータベースに接続できない場合、または、
コンポーネントのインストールが失敗した場合、ランタイムコンポーネン
トは ERROR を⽰します。

NOT_READY My webMethods Server-ENGINE ランタイムコンポーネントの準備がで
きていません。

サーバが保守モードの場合、ランタイムコンポーネントは NOT_READY
を⽰します。

STARTING My webMethods Server-ENGINE ランタイムコンポーネントは起動中で
す。

最初にサーバが起動したとき、または、起動中に HTTP 503 状態が報告さ
れた場合に、ランタイムコンポーネントは STARTING を⽰します。

STOPPED My webMethods Server-ENGINE ランタイムコンポーネントは停⽌して
います。

UNKNOWN My webMethods Server-ENGINE ランタイムコンポーネントの状態は判
定できません。

My webMethods Server ランタイムの監視状態
sagcc get monitoring state コマンドに応答して、My webMethods Server はキーパフォーマンスイン
ジケータ (KPI) に関する情報を表⽰します。次の表に、My webMethods Server で有効な KPI を⽰しま
す。

KPI 説明

Number of user
sessions

この KPI でアクティブなユーザセッションの数を監視して、数がク
リティカル値に近づいた場合に修正処置を⾏えるようにします。

マージナル値は 80 のアクティブなユーザセッションです。

クリティカル値は 95 のアクティブなユーザセッションです。

最⼤値は 100 以上のアクティブなユーザセッションです。

Number of active
connections in the
JDBC poo

この KPI で JDBC プールのアクティブな接続の数を監視して、接続
数がクリティカル値に近づいた場合に修正処置を⾏えるようにしま
す。
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KPI 説明

マージナル値は 90 のアクティブな接続です。

クリティカル値は 95 のアクティブな接続です。

最⼤値は 100 以上のアクティブな接続です。

Average response times
in milliseconds (ミリ秒)

この KPI で My webMethods Server の応答時間を監視して、応答
時間がクリティカル値に近づいた場合に修正処置を⾏えるようにしま
す。

マージナル値は 5000 ミリ秒です。

クリティカル値は 9000 ミリ秒です。

最⼤値は 10000 ミリ秒以上の応答時間です。
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My webMethods Server の認証モードの変更
Command Central のデフォルトでは、信⽤できる認証をサポートするランタイムコンポーネントの認
証モードは、[Trusted] に設定されています。インスタンスの [Overview] タブで、[Authentication]
フィールドの  をクリックすることにより、[Authentication Mode] ダイアログボックスを使って認証
モードを変更します。

インスタンスに認証モードを指定すると、主製品のインスタンスのすべての階層化された製品インスタンス
に対しても、その認証モードが設定されます。ただし、My webMethods Server の OSGI プロファイルの
認証モードを変更しても、OSGI プロファイルに属する My webMethods Server ランタイムコンポーネン
トの認証モードは変更されません。

基本認証を使⽤するには、ランタイムコンポーネントの認証モードを [Fixed User] に変更する必要が
あります。Command Central は固定ユーザに基本認証を使⽤して、Platform Manager と通信します。
[Fixed User] 認証を使⽤すると、Platform Manager の認証クレデンシャルは固定されます。

Command Central で My webMethods Server の管理
者ユーザパスワードを変更するには
Command Central に管理されている製品の管理者パスワードを、Command Central Web ユーザインタ
フェースで変更します。Command Central で管理製品の管理者パスワードを変更した後、送信クレデン
シャルは⾃動的に更新されます。

Command Central で My webMethods Server の管理者ユーザパスワードを変更するには

1. Command Central の [Environments] パネルで、管理製品のインスタンスを含む環境を選択しま
す。

2. インスタンスの表で、MWS-instanceName  下にある My webMethods Server コンポーネント
を選択します (たとえば MWS-default)。

3. 設定タブで、[Users] を選択します。

4. ユーザページで、[Administrator] をクリックします。

5. [Edit] をクリックし、[Administrator] の新しいパスワードを指定します。

UNIX シェルスクリプトを使⽤した管理製品の接続クレデンシャル
の変更
次のサンプル UNIX シェルスクリプトを使⽤して、Command Central が管理する製品コンポーネントの
基本認証クレデンシャルを設定できます。

NODE_ALIAS=local                  
USERNAME=Administrator                  
PASSWORD=secret                  
RCID=integrationServer-default                  
# RCID=MwsProgramFiles-default                  
# RCID=Universal-Messaging-nirvana                  
# RCID=OSGI-CTP                  
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# RCID=OSGI-InfraDC                  
                  
sagcc get configuration data $NODE_ALIAS $RCID COMMON-LOCAL-USERS-Administrator                  
-o administrator.xml                  
sed "s,/>,><Password>${PASSWORD}</Password></User>,g" administrator.xml >                  
 administrator_new.xml                  
sagcc update configuration data $NODE_ALIAS $RCID COMMON-LOCAL-USERS                  
-Administrator -o administrator_new.xml                  
                  
# verify connection                  
sagcc get monitoring runtimestatus $NODE_ALIAS $RCID -e ONLINE

送信認証設定の確認
次の⼿順で、Command Central が正しい送信認証設定で設定されていることを確認します。

Command Central が正しいユーザクレデンシャルで設定されていることを確認するには

1. Command Central で、製品コンポーネントの [Overview] タブを開き、  をクリックします。製
品の状態が [Online] であり、JVM KPI が更新されていることを確認します。

2. [Logs] タブで、認証エラーの製品ログを確認します。

Command Central を介した管理インタフェースへのアクセス
Command Central で、SSO (Single Sign-On : シングルサインオン) は、インストール後の設定なしに
管理リンクを使⽤して webMethods 製品を管理するよう設計されています。拡張設定タスクを実⾏する場
合、製品のプライマリ管理インタフェースへのアクセスが必要なことがあります。Command Central で
は、管理された各製品の [Instances Overview] ページに管理インタフェースへのリンクが⽤意されてい
ます。たとえば、My webMethods Server インスタンスの [Overview ] ページの My webMethods リン
クをクリックすると、Command Central は対応する My webMethods の URL にブラウザをリダイレク
トします。

重要: ランドスケープを管理するには、インスタンスを 1　つのみCommand Central使⽤します。特定
の Command Central インスタンスの Command Central Web ユーザインタフェースに別の Command
Central インスタンスからアクセスすることはできません。

Software AG Common Platform ベースの製品のカスタム SSO および SAML 認証を⽣成し設定する⽅
法の詳細については、Software AG のセキュリティインフラストラクチャのマニュアルを参照してくださ
い。
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