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このマニュアルについて

NonStop Server for Java 8.0 プログラマーズリファレンスマニュアルでは、リファレンス Java 実装の
HPE 適応版での変更事項を示し、リファレンス実装と NSJ8 の違いを明確にしています。標準アーキテク
チャーについて詳しくは、Java Platform Standard Edition 8 Documentation を参照してください。

このマニュアルでは、エンタープライズサーバー用の同時実行可能で移植可能なコンパクトな動的プログ
ラムをサポートしている Java 環境である Java Platform Standard Edition 8.0 に基づいた、HPE NonStop
Server for Java について説明しています。NonStop Server for Java 8.0（NSJ8）では、HPE NonStop オ
ペレーティングシステムを使って、Java 環境にスケーラビリティとプログラム永続性を追加します。

製品バージョン

HPE NonStop Server for Java 8.0

サポートされるハードウェア

すべての HPE Integrity NonStop NS シリーズ（TNS/E）サーバーおよび HPE Integrity NonStop L シリー
ズ（TNS/X）サーバー。

サポートされているリリースバージョンアップデート（RVU）
本マニュアルは、改訂版で別途明示されるまで、L16.05 およびそれ以降の L シリーズの RVU と、J06.20
およびそれ以降のすべての J シリーズの RVU を対象とします。

対象読者
この NonStop Server for Java 8.0 プログラマーズリファレンスマニュアルは、HPE Integrity NonStop シ
ステムで Java を使用する Java プログラムを対象としています。

NonStop システムで Java アプリケーションを開発しているプログラマは、次の事項に精通している必要
があります。

• NSJ8 に適用可能な NonStop システムの基本

• オープンシステムサービス（OSS）環境

詳しくは、関連情報(8 ページ)を参照してください。

このマニュアルには、以下の項目に関する情報が記されています。

• Java 言語およびツール。Java 言語とツールについて詳しくは、Java Platform Standard Edition 8
Documentation を参照してください。

• SQL/MP データベースと SQL/MX データベースへのアクセス。NonStop SQL/MP および SQL/MX デ
ータベースへのアクセスについて詳しくは、JDBC Driver for SQL/MP Programmer's Reference と
JDBC Type 4 Driver Programmer's Reference for SQL/MX Release x.x を参照してください。

NonStop Server for Java 8.0 プログラマーズリファレンスマニュアルでは、リファレンス Java 実装の
HPE 適応版での変更事項を示し、リファレンス実装と NSJ8 の違いを明確にしています。標準アーキテク
チャーについて詳しくは、Java Platform Standard Edition 8 Documentation を参照してください。

新しい情報と変更された情報

862333-192 のマニュアルの変更事項

• 機能のセクションが更新されました。

• NSJ8 32 ビットおよび 64 ビットのインストール手順が更新されました。

• Java コードでのスレッドの考慮事項が、フォーク/結合で更新されました。

• プリコンパイルの機能強化のセクションが追加されました。
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• java.nio.channels パッケージの SelectableChannels セクションが、新しい注記で更新されました。

• NSJ8 のサポートされている機能とサポートされていない機能が更新されました。

862333-191 のマニュアルの変更事項

• これは、NonStop Server for Java 8.0 用にリリースされた新しいマニュアルです。

• 新しい章 DDL to Java Bean(94 ページ)が追加されました。

関連情報
このマニュアルで説明している機能に関する背景情報については、以下のドキュメントを参照してくださ
い。

• NonStop server for Java ライブラリ

• NonStop システムコンピューティングのドキュメント

• Oracle Java のドキュメント

• NonStop Server for Java に関する各種ホワイトペーパー。

NonStop server for Java ライブラリ

このマニュアルの他に、NonStop Server for Java ライブラリとして以下があります。

• NonStop Server for Java 8.0 Tools Reference
• NonStop Server for Java API Reference Pages

NonStop システムコンピューティングのドキュメント

以下の NonStop システムコンピューティングのドキュメントが、Hewlett Packard Enterprise サポート
センターの HPE NonStop テクニカルライブラリにあります。

• 他の Java ベースの製品

◦ JDBC Driver for SQL/MP Programmer's Reference
◦ JDBC Driver for SQL/MX Programmer's Reference
◦ JToolkit for Java API Reference Pages

本書で紹介しているドキュメント

• JToolkit for NonStop Server for Java Programmer's Reference and API

• C/C++ Programmer's Guide
• DLL Programmer's Guide for TNS/E Systems
• Field Manual
• iTP Secure WebServer System Administrator's Guide
• Kernel-Managed Swap Facility (KMSF) Manual
• Native Inspect Manual
• NonStop Servlets for JavaServer Pages (NSJSP) System Administrator’s Guide
• ODBC（Open Database Connectivity）のドキュメント

◦ ODBC Server Reference Manual
◦ SQL/MX Connectivity Service Manual

• Open System Services Installation Guide
• Open System Services Porting Guide
• Open System Services Programmer's Guide
• Spooler FASTP Network Print Processes Manual
• Spooler Utilities Reference Manual
• SQL/MP のマニュアル

8  関連情報
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◦ Introduction to NonStop SQL/MP
◦ SQL/MP Reference Manual
◦ SQL/MP Installation and Management Guide
◦ SQL/MP Query Guide
◦ SQL/MP Report Writer Guide
◦ SQL/MP Version Management Guide
◦ SQL/MP Messages Manual
◦ SQL/MP Programming Manual for C
◦ SQL/MP Programming Manual for COBOL
◦ 関連項目

SQL Supplement for H-series RVUs
• SQL/MX のマニュアル

NonStop Server for Java には、Java プログラムが NonStop SQL データベースと SQL/MX を使って対
話可能になる JDBC ドライバーが含まれています。

◦ SQL Supplement for H-series RVUs
◦ SQL/MX Guide to Stored Procedures in Java
◦ SQL/MX Quick Start
◦ SQL/MX Comparison Guide for SQL/MP Users
◦ SQL/MX Installation and Management Guide
◦ SQL/MX Glossary
◦ SQL/MX Query Guide
◦ SQL/MX Reference Manual
◦ SQL/MX Messages Manual

SQL/MX メッセージの説明です。

◦ SQL/MX Programming Manual for C and COBOL
◦ SQL/MX Data Mining Guide
◦ SQL/MX Queuing and Publish/Subscribe Services

• TCP/IP Configuration and Management Manual
• TCP/IPv6 Configuration and Management Manual
• TMF のマニュアル

◦ TMF Introduction
◦ TMF Application Programmer's Guide

• TS/MP Pathsend and Server Programming Manual
• TS/MP System Management Manual

Oracle Java のドキュメント

Java SE 8 のドキュメントについては、Oracle Web サイトの Java Platform Standard Edition 8
Documentation を参照してください。

以下のドキュメントは、本書の公開時に Oracle の Web サイトから入手できます。ただし HPE は、現在
も入手できるかどうかを保証できません。Oracle ドキュメントへのリンクが機能しない場合は、ディスト
リビューション CD に ZIP 形式で保存されている Oracle ドキュメントを使用してください。

• JNDI のドキュメント

• JDBC のドキュメント

• Java Print Service（JPS）のドキュメント

• Java Transaction API（JTA）のドキュメント

• Java Transaction Service（JTS）のドキュメント

• Java リモートメソッド呼び出し（RMI）のドキュメント
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はじめに

NonStop Server for Java 8.0（NSJ8）は、コンパクト、同時実行、動的、およびポータブルなプログラム
をサポートする Java 環境を NonStop システムに提供します。NSJ8 は、NonStop オープンシステムサー
ビス（OSS）環境でサポートされています。NSJ8 は、NonStop オペレーティングシステムを使用して、
スケーラビリティとプログラム永続性を Java 環境に提供します。NSJ8 が、Solaris 用の Java 実装である
Java Platform Standard Edition（Java SE）8.0 リファレンスに基づいています。NSJ8 には、32 ビット
NSJ8 と 64 ビット NSJ8 の 2 つの製品コンポーネントが含まれています。

NSJ8 は完全に準拠したヘッドレス JDK です。このセクションでは、以下のトピックについて説明しま
す。

• 機能(11 ページ)
• NSJ8 に関連するその他の機能(11 ページ)
• Java HotSpot サーバー仮想マシン(13 ページ)
• Java Standard Edition Development Kit（JDK）(13 ページ)
• Java naming and directory interface（JNDI）(14 ページ)
• IPv6 サポート(14 ページ)
• 関連する Java ベース製品(14 ページ)

機能
L17.02 RVU 以降、NSJ8 には新しいパフォーマンス改善機能が搭載されています。次のコマンドを使用
してこの機能を有効にします。

メソッドのプリコンパイル（compilealso）
この機能は、高度なコンパイルコマンド（-XX:CompileCommand | -XX:CompileCommandFile）で

新しいコマンド compilealsoをサポートすることによって有効になります。

compilealsoコマンドを有効にするには、CompileAlsoProfileコマンドを使用して入力ファイルを

作成する必要があります。

詳しくは、プリコンパイルの機能強化を参照してください。

NSJ8 に関連するその他の機能
• NSJ8 以降では、G1GC は一般提供されている機能です。詳しくは、http://www.oracle.com/

technetwork/java/javase/tech/g1-intro-jsp-135488.html を参照してください。

• 新しい DDL to Java Bean ツールが導入されました。詳しくは、DDL to Java Bean(94 ページ)を参
照してください。

• スレッド横取りの変更事項

J06.19 以降から、スレッド横取りオプションが一般提供機能として利用可能になりました。このオプ
ションを使用して、Java ユーザースレッドを横取りできます。JVM デーモンスレッドは横取りされま
せん。

-XX:ThreadTimeSliceオプションが、製品品質を満たすために強化されています。1 つの Java ス

レッドに対するデフォルトの timesliceは 400 ミリ秒です。Java スレッドが横取りされるのは、

Java コードキャッシュのコードを実行していて、割り当てられたタイムスライスを完了したときだけ
です。これには、Java で解釈されたコードと Java Hotspot コンパイルコードの両方での実行が含まれ
ます。このオプションがメリットになるのはマルチスレッド Java アプリケーションだけです。つま
り、すべての Java スレッドでタイムスライスの量が等しくなるからです。これにより、他の Java ス
レッドが CPU を解放しないために実行可能なスレッドが CPU 時間を待機している「枯渇」状態が減
少します。
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注記:

上述した timesliceは、スレッドが使用する 小時間です。スレッドが使用する実際の時間

は、スレッドを実行しているモードが権限モードかネイティブコードかによって決まります。ス
レッドを権限モードまたはネイティブコードで実行している場合に timesliceが失効すると、

スレッドは別の timesliceを取得して実行します。

• EMS テンプレートインストールの変更事項

NSJ8 のインストール時に、DSM/SCM は、Java 用の EMS テンプレートをインストールします。この
ために、EMS テンプレートファイルの別の構成が PAX ファイルとともに配布されます。

• 64 ビット Java アプリケーションのサポート

64 ビット NSJ8 を使用することで、32 ビット NSJ8 の上限である 1276 MB を超える Java ヒープを必
要とするアプリケーションの開発または移植が可能になります。64 ビット NSJ8 で可能な理論上の
Java 大ヒープは、484 GB です。詳しくは、世代サイズの管理(55 ページ)および 64 ビットプロセ
スのサポート(67 ページ)を参照してください。

注記:

64 ビット NSJ8 をスタンドアロン製品としてインストールすることはできません。

• NonStop Server for Java インフラストラクチャ

NonStop Server for Java Infrastructure（NSJI）は、T 番号 T2966H80/T2966L80 の別製品としてご利
用になれます。詳しくは、NonStop Server for Java インフラストラクチャ(79 ページ)を参照してく
ださい。

• 正規および非正規 OSS ファイルでのノンブロッキング I/O のサポート

NSJ8 は、POSIX ユーザースレッドモデル（PUT）ライブラリと呼ばれる Pthreads ライブラリを使用
します。その結果として、NSJ8 は正規と非正規の OSS ファイルでノンブロッキング I/O のサポート
を提供します。詳しくは、Pthread ライブラリの変更事項(45 ページ)を参照してください。

• パラレルおよび CMS GC のサポート

NSJ8 がサポートするパラレルおよび CMS GC では、GC 中断時間が短縮します。

64 ビット JDK により、NSJ8 で大規模な Java アプリケーションの移植や開発を行えます。アプリケ
ーションで大きな Java ヒープとシリアル GC を使用すると、GC が原因のアプリケーション中断時間
が増える可能性があります。そのため、ガベージコレクション中のアプリケーション中断時間を減ら
すために、NSJ8 はパラレルおよびコンカレントガベージコレクターを提供します。この実装は、他の
プラットフォームとは異なります。しかし、機能は同じです。違いは、NonStop システム上にカーネ
ルスレッドがないことです。

他のプラットフォームでは、マルチコアシステムでカーネルスレッドを使用して GC スレッドを並列
実行できますが、Nonstop ではカーネルスレッドがないため、動作するのは 1 度に 1 つのスレッドだ
けで、スレッドは Pthreads ライブラリによりユーザー空間で管理されます。そのため、Nonstop でマ
ルチスレッドアプリケーションを実行しても、マルチコアシステムが提供する並列処理を利用できま
せん。

ガベージコレクションで並列処理を導入するため、パラレルおよび CMS ガベージコレクターと G1GC
が有効なとき、ガベージコレクタースレッドはプロセスに変換されます。

詳しくは、シリアル GC からパラレル GC への移行(130 ページ)を参照してください。

注記:

◦ ユーザースレッドの制限事項については、Open System Services Programmer's Guide を参照
してください。

◦ パラレル、CMS GC および G1GC は、シングルコアマシンではサポートされません。

• NSJ8 が引き続きヘッドレスサポートを提供
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NSJ8 は、Java Abstract Window Toolkit（AWT）クラスおよびメソッドに関する Oracle のヘッドレス
サポート標準に準拠したヘッドレス JVM です。実装固有の情報については、ヘッドレスサポート(34
ページ)を参照してください。

• JPDA のサポート

JPDA は、デスクトップシステムの開発環境におけるデバッガー用に設計された 3 つのインターフェイ
スで構成されます。詳しくは、Oracle Java documentation for JPDA を参照してください。

Java HotSpot サーバー仮想マシン
NSJ8 は、HotSpot サーバーコンパイラとランタイム Java HotSpot 仮想マシンを実装しています。
HotSpot サーバー Java 仮想マシンは、エンタープライズサーバー環境に高速かつ信頼性の高いテクノロ
ジーを提供します。詳しくは、The Java HotSpot Server VM および Java Virtual Machines を参照して
ください。

Java Standard Edition Development Kit（JDK）
NSJ8 は、次の標準的な Java コンポーネント（および、このマニュアルの他の箇所でも説明している HPE
拡張機能）で構成されています。

• Java SE Runtime Environment（JRE）8.0 をベースにした Java 仮想マシン（VM）

• Java™ SE Development Kit（JDK）8.0 のコアパッケージ

• NonStop Server for Java 8.0 Tools Reference Pages で説明している標準的な Java SE 8.0 のツール。

すべての標準ツールがサポートされています。ただし、appletviewer、policytool、および

jconsoleなどのグラフィカルユーザーインターフェイス（GUI）、そして javawsや

HtmlConverterなどのクライアント側ツールはサポートされていません。実験的なツールはサポー

トされていません。

• java、javaxおよび orgパッケージなどの JDK 8.0 API パッケージ（Java Platform Standard
Edition 8.0 API Specification で説明しています）。

表 1: NSJ8 のヘッドレスサポートパッケージのリスト

パッケージ 説明

java.awt および AWT 関連のパッケージ ユーザーインターフェイスを作成したり、グ
ラフィックおよびイメージを描くために使用
するクラスが含まれます。

javax.accessibility ユーザーインターフェイスコンポーネント
と、これらのコンポーネントへのアクセスを
提供するテクノロジーとの間の関連付けを定
義します。

javax.sound およびサウンド関連のパッケージ オーディオと MIDI（Musical Instrument
Digital Interface）データをキャプチャー、処
理、再生するための API を提供します。この
API は、高品質オーディオ混成を提供するサ
ウンドエンジンと、プラットフォームの MIDI
合成機能によってサポートされます。

javax.swing および Swing 関連のパッケージ すべてのプラットフォームの類似モードで動
作する Java コンポーネントのセットを提供
します。
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キーボード、ディスプレイ、マウス、またはサウンド処理に依存するコードの呼び出しが行われると、
NSJ8 が java.awt.HeadlessExceptionをスローします。

Java SE Development Kit 8.0 のコアパッケージについて詳しくは、関連情報の Oracle Java のドキュメン
トを参照してください。

Java naming and directory interface（JNDI）
JNDI は、Java プログラムにネーミングおよびディレクトリ機能を提供します。これは特定のディレクト
リサービス実装からは独立しているため、通常の方法でさまざまなディレクトリにアクセスできるように
します。

JNDI アーキテクチャーは、アプリケーションプログラミングインターフェイス（API）およびサービスプ
ロバイダーインターフェイス（SPI）から構成されます。Java プログラムでは、JNDI API を使用して、
さまざまなネーミングサービスとディレクトリサービスにアクセスします。JNDI SPI は、さまざまなネ
ーミングサービスおよびディレクトリサービスに透過的に接続できるようにし、JNDI API を使用して独
自のサービスにアクセスする Java プログラムを可能にします。

NonStop Server for Java は、Java 実装での標準インターフェイスである JNDI をサポートします。

JNDI について詳しくは、Oracle Java documentation Java Naming and Directory Interface 1.1.1
Specification を参照してください。

IPv6 サポート
Java SE JRE 8.0 リリースには、Java ネットワークでのインターネットプロトコルバージョン（IPv6）の
サポートが含まれています。詳しくは、Oracle Java Documentation Networking IPv6 User Guide を参照
してください。

注記:

NonStop Server for Java を含む NonStop TCP/IPv6 または CIP サブシステムを使用する場合にの
み IPv6 サポートが提供されます。

関連する Java ベース製品
標準的な Java アプリケーションを開発して展開し、NonStop サーバー上で実行するというシナリオを考
えてみます。NSJ8 ランタイムを使用できる幅広い関連する Java ベース製品を使用することによって、
これらのアプリケーションを開発できます。これらの製品は次のとおりです。

• NonStop SQL データベースアクセス用の JDBC ドライバー(15 ページ)
• NonStop サーバー用の JToolkit(16 ページ)
• NonStop servlets for JavaServer のページ(16 ページ)
• NonStop server for Java message service（JMS）(16 ページ)
• NonStop Tuxedo：Jolt クライアント(17 ページ)
• Java のストアドプロシージャー(17 ページ)

次の図は、NSJ8 および NonStop SQL データベースを操作しているように思われる高度なミドルウェア
製品を示します。
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NonStop SQL
データベース

ローレベルのミドルウェア

NonStop Server for Java

NonStop Server for Java
インフラストラクチャ

ハイレベルのミドルウェア

JDBC Type 2 Drivers

JToolkit

JMS

NonStop Servlets for JSP

NonStop Tuxedo: 
Joltクライアント

Javaのストアドプロシージャー

ハイレベルのミドルウェア

JDBC Type 4 Driver

図 1: NonStop システム上の Java ベース製品

NonStop SQL データベースアクセス用の JDBC ドライバー

JDBC ドライバーは JDBC API を実装し、NonStop SQL データベースへのアクセスを提供します。Java
プログラムで JDBC API コールを使用して、NonStop システムの SQL テーブルにアクセスできます。以
下は、使用可能なドライバーと、提供されるアクセスです。

• タイプ 2。NonStop Server for Java を使用して NonStop システムで実行している Java プログラムで
使用するネイティブ API ドライバーです。タイプ 2 ドライバーは SUT を使用してインストールしま
す。

◦ SQL/MX で使用する JDBC Driver for NonStop SQL/MX（JDBC/MX）
◦ SQL/MP で使用する JDBC Driver for NonStop SQL/MP（JDBC/MP）

• JDBC タイプ 4。データベースエンジンに組み込まれているネットワークプロトコルを使用します。
タイプ 4 のドライバーは、Java ソケットを使用してデータベースと直接通信します。HPE NonStop
JDBC タイプ 4 ドライバーを PC、HP-UX システム、他のプラットフォームで実行している Java プロ
グラムで、NonStop SQL/MX へアクセスするために使用できます。サポートされているプラットフォ
ームの 新リストについては、 新の JDBC タイプ 4 ソフトウェアドキュメント（Scout for NonStop
Servers にアクセスするとオンラインでご覧になれます）を参照してください。

標準 JDBC API の情報について詳しくは、Oracle ドキュメントが提供する JDBC API ドキュメントをダ
ウンロードしてご覧ください。

SQL/MX または SQL/MP にアクセスするために提供されている HPE ドライバーについて詳しくは、HPE
Integrity NonStop サーバーで JDBC ドライバーのマニュアルを参照してください。
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NonStop サーバー用の JToolkit
HPE JToolkit for NonStop Servers には、Java プログラムを使用して NonStop サーバー上のレガシーアプ
リケーションにアクセスするためのツールとして、3 つの API が含まれています。JToolkit には、Java で
記述されたネットワークサーバーを開発するための Scalable TCP/IP（SIP）も含まれています。詳しく
は、JToolkit for Java API Reference Pages を参照してください。

Enscribe API for Java
Enscribe API for Java は、Guardian ファイルシステムでサポートされている Enscribe Database Manager
へのアクセスを可能にします。このアクセスは通常、従来のアプリケーションと対話するために使用され
ます。

Pathway API for Java
Pathway API for Java は、Pathway サーバーとして機能するためのプロセスを有効にするために必要な
$RECEIVEという名前のファイルへのアクセスを提供します。これらのサーバーは、一般にはレガシーア

プリケーションで使用されます。Pathway サーバープログラムはリクエスタープログラムからの要求を
読み取り、これらの要求に対処します。Guardian リクエスターまたはサーバーモデルについては、TS/MP
2.5 Pathsend and Server Programming Manual で説明しています。

プロセスが他のプロセスにメッセージを送信する際は、受信者プロセスファイルを開き、メッセージを書
き込みます。プロセスはどのプロセスから、どんな順序でメッセージが送信されてくるか前もってわから
ない場合があるため、プロセスに対するすべてのメッセージが単一ファイルシステム接続を使用して到着
します。$RECEIVEから読み取ることで、プロセスは、メッセージが別のユーザープロセスからの要求か

システムメッセージであるかのメッセージを受け取ります。

Pathsend API for Java
NonStop TS/MP 製品は、オンライントランザクション処理（OLTP）環境で NonStop SQL データベース
や Enscribe データベースにアクセスする Pathway サーバーの使用をサポートしています。Pathsend
API for Java を使用することで、プログラムがこれらの Pathway サーバーに要求を送信し、そこから応答
を受信することができます。Pathway サーバーは C 言語、COBOL 言語、または Java 言語で記述されま
す。

スケーラブル TCP/IP
NonStop Server for Java のスケーラブル TCP/IP（SIP）は、NonStop の拡張性と永続性の基礎を、Java
で記述されたネットワークサーバー（SIP サーバー）に提供するための透過的な方法を提供します。Java
で記述された既存のサーバーとそのクライアントは SIP を、変更されることなく活かすことができます。

NonStop servlets for JavaServer のページ

NonStop Servlets for JavaServer Pages（NSJSP）は、Web サーバーの動的コンテンツをクライアントブ
ラウザーへ HTTP プロトコルで提供することにより Web ベースアプリケーションの機能をプログラムで
拡張する、プラットフォームに依存しないサーバー側のプログラムです。NSJSP は、そのサーブレット
機能の拡張版です。主に、変更される静的コンテンツのテンプレートに、サーブレットまたは別のプログ
ラム可能リソースの動的コンテンツを提供します。

NSJSP では、Tomcat をベースにした iTP Secure WebServer の使用が必要になります。Tomcat では、
Java Servlet 仕様と JavaServer Pages 仕様が実装されています。NSJSP について詳しくは、NonStop
Servlets for JavaServer Pages (NSJSP) System Administrator's Guide を参照してください。iTP
Secure WebServer について詳しくは、iTP WebServer System Administrator's Guide を参照してくださ
い。

NonStop server for Java message service（JMS）
NonStop Server for Java Message Service（NSJMS）は、Oracle の Java メッセージサービス（JMS）
API を実装する、NonStop サーバー上の JMS プロバイダーです。NSJMS は、SQL/MX 製品に備わってい
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るパフォーマンスと信頼性によって、NonStop サーバーで動作しているローカルクライアントの標準ベー
スのメッセージングを提供します。NSJMS では、水平パーティショニングによる拡張性と負荷分散、プ
ロセスペアテクノロジーを通じたフォールトトレランスが可能になります。

NSJMS の特徴と機能を以下に示します。

• JMS API を NonStop システム上で実装します。

• NonStop SQL/MX の公開およびサブスクライブ機能を使用します。

• NSJMS コネクションファクトリへのアクセスと、オブジェクトまたはトピックオブジェクトのキュー
を可能にする Java Naming and Directory Interface（JNDI）環境を使用します。

• NSJMS とローカルホストの外部 JMS プロバイダー間の相互運用を可能にする、持続的で信頼性の高
いブリッジ環境の使用を可能にします。

• Oracle JMS API が提供する機能のサブセットを実装し、NonStop システムで動作する C++クライアン
トアプリケーションにより使用される NSJMS C++ API をサポートするので、他の JMS クライアント
と相互運用できます。

• NSJMS 管理ユーティリティを使用して NSJMS 環境を管理します。このユーティリティはコマンド
ラインインターフェイスや XML インターフェイスを介して実行できます。

NSJMS は、NSJMS ドキュメントで記載された内容を除いて、Oracle の公開仕様、Java メッセージサー
ビスに準拠します。この仕様は Java Message Service（JMS）にあります。NSJMS について詳しくは、
NonStop JMS User's Manual を参照してください。

NonStop Tuxedo：Jolt クライアント

Jolt 製品は、Tuxedo サービスをインターネットまで拡張する、HPE NonStop Tuxedo システムへの Java
ベースのインターフェイスです。Jolt では、既存の NonStop Tuxedo サービスをリモートで呼び出して、
アプリケーションメッセージング、コンポーネント管理、分散トランザクション処理を可能にするクライ
アントプログラムおよびアプレットを構築することができます。

Jolt により、既存の Tuxedo サービスを活用し、トランザクション環境を企業イントラネットや世界中の
インターネットに拡張できます。Jolt アーキテクチャーの主な機能は、その単純さです。Jolt を使用する
ことで、インターネット上で作動する堅牢なモジュール方式、およびスケーラブルな電子商取引システム
をビルド、配備して、維持することができます。

Jolt 製品に含まれている JoltBeans ツールキットは、Jolt への JavaBeans 準拠インターフェイスを
NonStop Tuxedo に提供します。JoltBeans ツールキットには、既存の Jolt クラスライブラリを再利用可
能な bean コンポーネント（JoltSessionBeanや JoltServiceBeanなど）でラップする bean が含ま

れます。これらの bean は、アプリケーション固有の値をプロパティに提供し、他の bean コンポーネン
トに接続することで、簡単にカスタマイズできます。JoltBeans ツールキットを統合開発環境（IDE）で
使用して、Tuxedo アプリケーションにアクセスできる Jolt クライアントを作成できます。

衝撃製品には、Jolt 1.1 Java クラスライブラリへの拡張機能である、Jolt Web アプリケーションサービス
ツールキットが含まれます。このツールキットを使用することで、Jolt クライアントクラスライブラリを
Web サーバーで使用して、HTML クライアントまたはブラウザーと Tuxedo サービス間のインターフェイ
スを提供することができます。

詳しくは、HPE Integrity NonStop サーバーで TUXEDO 製品のドキュメントを参照してください。

Java のストアドプロシージャー

Java のストアドプロシージャー（SPJ）は、ビジネスロジックを SQL/MX データベースで実装する効率
的で安全な方法を提供します。これを使用すると、移植可能なアプリケーションを Java で記述し、業界
標準の SQL データベースにアクセスできます。

SPJ とは、データベースサーバー内で動作するユーザー定義ルーチン（UDR）の一種です。UDR は、値
を直接呼び出し元に返さないストアドプロシージャーでも、値を直接呼び出し元に返すユーザー定義関数
でも構いません（ストアドプロシージャーが値を返すのは、そのパラメーターリスト内のホスト変数か動
的パラメーターに対してだけです）。
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SQL/MX データベースの中で、SPJ とは、Java クラスに含まれていて、SQL/MX に登録されている Java
メソッドです。これは、アプリケーションが CALL 文をメソッドに発行すると SQL/MX によって呼び出さ
れます。

SPJ の使用について詳しくは、SQL/MX Guide to Stored Procedures in Java を参照してください。
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インストールと構成

注記:

現時点では、インストールパスおよび構成パスは、このマニュアルでは L80 を指します。J シリー
ズの RVU に製品をインストールしている場合は、L80 を H80 と見なしてください。

インストールおよび構成タスクの概要
• インストール要件(19 ページ)で説明しているインストール要件に関するタスクを行います。

• インストール前のタスク(19 ページ)で説明しているインストール前のタスクを行います。

• NSJ8 のインストール(19 ページ)で説明しているインストールタスクを行います。

• インストール後の作業(22 ページ)で説明しているインストール後のタスクを、必要に応じて行いま
す。

• Java のインストールの検証(23 ページ)で説明している検証タスクを、必要に応じて行います。

• NSJ8 用の NonStop システムの構成(23 ページ)で説明している構成タスクを、必要に応じて行いま
す。

• NSJ8 のディレクトリ構造(28 ページ)で示す NSJ8 ディレクトリ構造の検証を行います。

インストール要件
• NSJ8 は、L16.05 および J06.20 以降の RVU で動作している NonStop システムにのみインストールで

きます。

• ソフトウェア要件には、NSJ8 をインストールするための必須ソフトウェアの以前の互換性のあるバー
ジョンが一覧表示されています。

• NSJ8 製品のソフトウェアドキュメントにはソフトウェア要件が記載されているので、製品をインスト
ールする前にソフトウェアドキュメントをご覧ください。

注記:

以前のバージョンの NSJ8 と現在のバージョンの NSJ8 が異なるディレクトリにインストールされ
ている限り、NSJ8 の現在のバージョンは NSJ の以前のバージョンと共存できます。

インストール前のタスク
NSJ8 を初めてインストールする場合は、この手順を無視してください。セキュリティ証明書
（cacerts）や L シリーズの NSJ8 インストールディレクトリの中の他のユーザーが作成したファイル（/
usr/tandem/nssjava/jdk180_l80）を含むすべてのファイルのバックアップを取ってください。

64 ビット NSJ8 をインストールする場合のインストール前のタスク

• 64 ビット NSJ8 で選択したインストールディレクトリには、32 ビット NSJ8 のインストールファイル
が含まれている必要があります。

• 64 ビット NSJ8 のインストールに進む前に、NSJ8 のインストール(19 ページ)に記載されている 32
ビット NSJ8 の指示に従って、インストールを完了します。

NSJ8 のインストール
32 ビットおよび 64 ビット NSJ8 のインストールは 3 ステップのプロセスであり、以下のトピックで説明
されています。
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1. DSM/SCM を使用した、NonStop システム上での新しいソフトウェアの配置

2. 32 ビットおよび 64 ビット NSJ8 のスクリプトおよび PAX ファイルの抽出

3. インストールスクリプトを使用した 32 ビットおよび 64 ビット NSJ8 のインストール

重要:

32 ビット NSJ8 を使用する予定の場合は、32 ビット NSJ8 のインストールで十分です。NSJ8 によ
って提供される 64 ビット機能を使用する予定の場合は、32 ビットおよび 64 ビットの両方の NSJ8
をインストールする必要があります。

DSM/SCM を使用した、NonStop システム上での新しいソフトウェアの配置

注記:

以下の手順は、32 ビットと 64 ビットの両方の NSJ8 に適用されます。

• ディスクまたはテープの SPR を受け取ります。

• SPR を、更新したいソフトウェア構成の新しいリビジョンにコピーします。

• 構成リビジョンをビルドして適用します。

• ZPHIRNMを実行して名前の変更手順を実行します。

DSM/SCM が paxファイルを$tsvvol.ZOSSUTLサブボリュームに置きます。tsvvolは DSM/SCM が

ターゲットサブボリューム（TSV）を置くディスクボリュームです。

詳しくは、DSM/SCM User's Guide を参照してください。

注記:

NSJ8 のインストールではシステム世代を必要としないため、コールドロードは不要です。

NSJ8 32 ビットのスクリプトおよび PAX ファイルの抽出

手順

1. DSM/SCM プランナーインターフェイスで、Manage OSS Files チェックボックスにチェックを付けま
す。この方法を使用すると、NSJ8 JDK ファイルはデフォルトまたは標準の場所に抽出されます。

たとえば、/usr/tandem/nssjava/javainstall/$(VPROC_STR)
VPROC_STR

は、製品の VPROCです。

たとえば、T2766L80^ADAの VPROCは T2766L80_23JAN2017_jdk180_ADAです。

以下のファイルが抽出されます。

• NSJavaInstall32 - JDK PAX ファイルから JDK をインストールするインストールスクリプト。

• T2766IPAX - JDK インストール PAX ファイル。

2. Manage OSS Files にチェックが付いていない場合、DSM/SCM は PAX ファイルを TSV
（$tsvvol.ZOSSUTL）に配置します。次に、PINSTALL を使用して、paxファイルの内容を NSJ8 イ

ンストールディレクトリに手動で抽出する必要があります。

PINSTALL について詳しくは、DSM/SCM User's Guide を参照してください。
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注記:

• DSM/SCM はインストールファイルだけを抽出し、NSJ8 32 ビットのインストールに記載さ
れているスクリプトを実行してインストールを完了する必要があります。

• 抽出したファイルが削除された場合、ファイルを再抽出する必要があります。

NSJ8 64 ビットのスクリプトおよび PAX ファイルの抽出

手順

1. DSM/SCM プランナーインターフェイスで、Manage OSS Files チェックボックスにチェックを付けま
す。この方法を使用すると、NSJ8 JDK ファイルはデフォルトまたは標準の場所に抽出されます。

たとえば、/usr/tandem/nssjava/javainstall/$(VPROC_STR)
VPROC_STR

は、製品の VPROCです。

たとえば、T2866L80^ADAの VPROCは T2866L80_23JAN2017_jdk180_ADAです。

以下のファイルが抽出されます。

• NSJavaInstall64 - JDK PAX ファイルから JDK をインストールするインストールスクリプト。

• T2866IPAX - JDK インストール PAX ファイル。

2. Manage OSS Files にチェックが付いていない場合、DSM/SCM は PAX ファイルを TSV
（$tsvvol.ZOSSUTL）に配置します。次に、PINSTALL を使用して、paxファイルの内容を NSJ8 イ

ンストールディレクトリに手動で抽出する必要があります。

PINSTALL について詳しくは、DSM/SCM User's Guide を参照してください。

注記:

• DSM/SCM はインストールファイルだけを抽出し、NSJ8 64 ビットのインストールに記載さ
れているスクリプトを実行してインストールを完了する必要があります。

• 抽出したファイルが削除された場合、ファイルを再抽出する必要があります。

NSJ8 32 ビットのインストール

標準の場所またはカスタムの場所のどちらかに 32 ビット NSJ8 をインストールできます。

手順

1. 32 ビット NSJ8 を標準の位置にインストールするには、次のコマンドを実行します。

>sh $(SCRIPT_LOCATION)/NSJavaInstall32
$(SCRIPT_LOCATION)

はデフォルトの場所です。/usr/tandem/nssjava/javainstall/$(VPROC_STR)
T2766IPAX の内容は、次の OSS ディレクトリに転送されます。

/usr/tandem/nssjava/jdk180_l80
2. カスタムの位置に 32 ビット NSJ8 をインストールするには、次のコマンドを実行します。

>sh $(SCRIPT_LOCATION)/NSJavaInstall32 <custom location>
$(SCRIPT_LOCATION)

はデフォルトの場所です。/usr/tandem/nssjava/javainstall/$(VPROC_STR)
T2766IPAX の内容は、指定したカスタムの位置の OSS ディレクトリに転送されます。
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例：カスタムの位置/h/myjavaに 32 ビット NSJ8 をインストールするには

次のコマンドを実行します。

>sh $(SCRIPT_LOCATION)/NSJavaInstall32 </h/myjava>
ここで、
SCRIPT_LOCATION is /usr/tandem/nssjava/javainstall/$(VPROC_STR)
T2766IPAX の内容は次の場所に転送されます。

/h/myjava/nssjava/jdk180_l80

NSJ8 64 ビットのインストール

標準の位置またはカスタムの位置のいずれかに、64 ビット NSJ8 をインストールできます。

手順

1. 標準の位置に 64 ビット NSJ8 をインストールするには、次のコマンドを実行します。

>sh $(SCRIPT_LOCATION)/NSJavaInstall64
$(SCRIPT_LOCATION)

はデフォルトの場所です。/usr/tandem/nssjava/javainstall/$(VPROC_STR)
T2866IPAX の内容は、次の OSS ディレクトリに転送されます。

/usr/tandem/nssjava/jdk180_l80
2. カスタムの位置に 64 ビット NSJ8 をインストールするには、次のコマンドを実行します。

>sh $(SCRIPT_LOCATION)/NSJavaInstall64 <custom location>
$(SCRIPT_LOCATION)

はデフォルトの場所です。 /usr/tandem/nssjava/javainstall/$(VPROC_STR)
T2866IPAX の内容は、指定したカスタムの位置の OSS のディレクトリに転送されます。

例：カスタムの位置/h/myjavaに 64 ビット NSJ8 をインストールするには

次のコマンドを実行します。

>sh $(SCRIPT_LOCATION)/NSJavaInstall64 </h/myjava>
ここで、
SCRIPT_LOCATION is /usr/tandem/nssjava/javainstall/$(VPROC_STR)
T2866IPAX の内容は次の場所に転送されます。

/h/myjava/nssjava/jdk180_l80

インストール後の作業
• NSJ8 をインストールしても、ソフトリンク/usr/tandem/java softlinkが自動的に作成される

ことはありません。必要であれば、インストールが完了した後でそのソフトリンクを手動で作成して
L シリーズの NSJ8 JDK/JRE インストール（/usr/tandem/nssjava/jdk180_l80）をポイントす

る必要があります。

◦ 既存のソフトリンクを必ず削除してください。

◦ 必要に応じて、NSJ8 ホームディレクトリをポイントするソフトリンク/usr/tandem/javaを、

次のように作成します。

L シリーズの場合は$ ln –s /usr/tandem/nssjava/jdk180_l80 /usr/tandem/java
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注記: 手動で作成された既存のシンボリックリンクは、同じ NSJ バージョンの次の SPR にア
ップグレードしているときに影響を受けません。ただし、次の NSJ バージョンにアップグレ
ード（つまり NSJ7 から NSJ8 へ）しているときは、シンボリックリンクを更新する必要があ
ります。

• インストール前の段階でバックアップしたファイルを復元します。

Java のインストールの検証
インストールした NSJ8（32 ビットおよび 64 ビット）ソフトウェアの場所をシステム管理者と確認し、
インストールファイルと環境を検証します。この例では NSJ8 が L シリーズの標準以外の場所である/
home/lee/nssjava/jdk180_l80ディレクトリにインストールされているものとします。

注記:

オペレーティングシステムの要件について詳しくは、T2766L80または T2866L80ソフトウェアド

キュメントファイルを参照してください。

1. 次のコマンドを OSS プロンプトで使用して PATH 環境変数を設定します。

32 ビット NSJ8 の場合：

$ export PATH=/home/lee/nssjava/jdk180_l80/bin:$PATH
64 ビット NSJ8 の場合：

$ export PATH=/home/lee/nssjava/jdk180_l80/bin/oss64:$PATH
2. パスが正しく設定されていることを確認するため、whenceコマンドを入力します。

32 ビット NSJ8 の場合：

whence java
/home/lee/nssjava/jdk180_l80/bin/java
64 ビット NSJ8 の場合：

whence java
/home/lee/nssjava/jdk180_l80/bin/oss64/java

3. Java 仮想マシン（JVM）のバージョンを確認するために vprocコマンドを入力すると、javaバイナ

リファイルの製品バージョンと、javaバイナリでバインドされているすべての製品が表示されます。

バージョン識別子は、次の形式です。

T2766Lnnまたは T2866Lnn
vprocの例は次のようになります。

L シリーズの場合、バージョン手順で以下の情報が表示されます。

Version Procedure: T2766L80_23JAN2017_jdk180_ADA - 32 bit
Version Procedure: T2866L80_23JAN2017_jdk180_ADA – 64 bit
J シリーズの場合、バージョン手順で以下の情報が表示されます。

Version Procedure: T2766H80_02MAY2017_jdk180_ADD – 32 bit
Version Procedure: T2866H80_02MAY2017_jdk180_ADD – 64 bit

NSJ8 用の NonStop システムの構成
このサブセクションでは、以下の操作で Java SE JDK 用にシステムを構成する方法について説明します。
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• さらに大きなスワップファイルまたは追加スワップファイルの作成(24 ページ)
• 環境変数の設定(24 ページ)
• RMI 用の TCP/IP および DNS の構成(26 ページ)
• メモリに関する考慮事項：QIO の KSEG2 への移動(26 ページ)

注記:

NonStop Server for Java インストールディレクトリには、JAR やネイティブライブラリファイルを
インストールしないでください。

さらに大きなスワップファイルまたは追加スワップファイルの作成

HPE では、Java 仮想マシン（JVM）を実行しているプロセッサーごとに、スワップファイルのサイズを
物理メモリのサイズと同じにすることをお勧めします。同じプロセッサー内で大きいプロセスを複数実
行する予定の場合は、同じプロセッサー上で実行しているプロセスは同じスワップファイルを共有するの
で、追加のスワップファイルを作成する必要があります。

システム管理者は、NSKCOM ツールを使用して追加のスワップファイルを作成できます。

スワップファイルを追加するには、super.super ユーザーとして NonStop オペレーティングシステムにロ
グオンする必要があります。続いて Guardian TACL プロンプトから、NSKCOM ツールを実行します。
NSKCOM ツールから、help add コマンドと help start コマンドを使用して、詳細情報を表示します。詳
しくは、Kernel-Managed Swap Facility (KMSF) Manual を参照してください。

注記:

HPE では、64 ビット NSJ8 に装備されている大きな Java ヒープ機能を使用するときは、少なくと
も Java ヒープサイズより大きなカーネル管理のスワップ領域の連続ブロックが利用できることを
お勧めします。

環境変数の設定

以下のトピックでは、Java が動作する環境を定義する変数について説明します。

PATH
PATH環境変数を使用することで、オープンシステムサービス（OSS）が Java 実行可能ファイルを見つ

けることができます。binディレクトリの絶対パスを PATH環境変数に追加します。

絶対パスを追加するには、次のコマンドを使用します。

32 ビット NSJ8 の場合：

export PATH=/install_dir/nssjava/jdk180_l80/bin:$PATH
64 ビット NSJ8 の場合：

export PATH=/install_dir/nssjava/jdk180_l80/bin/oss64:$PATH
install_dir は、NSJ8 をインストールするディレクトリです。これは、L シリーズでは/usr/
tandem/nssjava/jdk180_l80がデフォルトです。

PATHシェル変数を、javaまたはそのツールのいずれかを実行しようとしている各シェルで作成する必

要があります。このため、ホームディレクトリの.profileファイルで PATHを設定して、OSS シェル

にログオンするたびに実行されるようにすることをお勧めします。PATH を起動ファイルで設定する方法
について詳しくは、Open System Services User's Guide を参照してください。

CLASSPATH
クラス検索パス（クラスパス）は、Java ランタイム環境がクラスと他のリソースファイルを検索するパ
スです。クラスパスは、JDK ツールやアプリケーションに、他社製およびユーザー定義のクラスを検索す
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るように通知します。JDK ツール（javaや javacなど）を呼び出すときに-classpathオプションを

使用するか、CLASSPATH 環境変数を設定して、クラスパスを設定します。

推奨の方法は-classpathオプションを使用するというものです。このオプションは、他のアプリケーシ

ョンに影響することも、他のアプリケーションによってオプションの値が変更されることもなく、アプリ
ケーションごとに個別に設定できるからです。

注記:

コマンドラインで—classpathまたは—cp のいずれかのオプションを使用できます。両方のオプ

ションが有効です。

構文

jdkTool -classpath classpath1:classpath2...
または

export CLASSPATH=classpath1:classpath2...
jdkTool

javaや javacなどのコマンドラインツール。ツールリストについては、NonStop Server for Java
8.0 Tools Reference を参照してください。

classpath1:classpath2

.jar、.zip、または.classのファイルへのクラスパス。各クラスパスは、特定の設定に応じて、

ファイル名かディレクトリ名で終える必要があります。

• .classファイルを含む.jarまたは.zipファイルの場合、クラスパスは、.jarまたは.zipフ

ァイルの名前で終わります。

• 名前のないパッケージ内の.classファイルの場合、クラスパスは.classファイルを含むディレ

クトリ名で終わります。

• 名前付きパッケージ内の.classファイルの場合、クラスパスは、「ルート」パッケージ（フルパ

ッケージ名の 初のパッケージ）を含むディレクトリ名で終わります。

複数のパスエントリーはコロンで区切ります。

デフォルトクラスパスは現在のディレクトリです。CLASSPATH 変数を設定したり、 -classpath コマ

ンドラインオプションを使用したりすると、デフォルトのクラスパスがオーバーライドされるので、検索
パスに現在のディレクトリを含める場合は、新しい設定にドット（.）を含める必要があります。

ディレクトリでもアーカイブ（.zipや.jarファイル）でもないクラスパスエントリーは無視されます。

次に例を示します。

javaコマンドでの CLASSPATH の設定

Java ランタイムで、パッケージ utility.myappの Cool.classという名前のクラスを見つける場合。

そのディレクトリへのパスが/java/MyClasses/utility/myappである場合、/java/MyClassesを

含むようにクラスパスを設定する必要があります。

そのアプリケーションを実行するには、次の javaコマンドを使用します。

$java -classpath /java/MyClasses utility.myapp.Cool

CLASSPATH 環境変数の設定

Java ランタイムが Cool.classという名前のクラスを見つけられるように CLASSPATH環境変数を設定

する点を除き、前出の例と同じ状況を使用した場合、次のコマンドを使用して、CLASSPATH環境変数を

設定およびエクスポートして、Java を実行できます。

そのアプリケーションを実行するには、次のコマンドを使用します。

$ export CLASSPATH=/java/MyClasses
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$ java utility.myapp.Cool
クラスパスの設定について詳しくは、Oracle の Web サイトで入手可能なドキュメント（Java ツールおよ
びユーティリティ）を参照してください。

注記:

NSJ8 用の Oracle のドキュメントを参照している場合は、cshおよび tcshではなく shおよび

kshについて記された説明に従う必要があります。setenvおよび unsetenvコマンドの説明は、

NSJ8 には適用されません。

JREHOME
JREHOME 環境変数を NSJ8 で設定する必要はありません。ただしこの変数を設定すると、NSJ8 は無視
します。

_RLD_LIB_PATH
_RLD_LIB_PATH環境変数は、DLL のライブラリパスを指定します。ユーザー DLL を使用する場合は、

この環境変数を使用する必要があります。1 つまたは複数のディレクトリを必要に応じて指定できます。
リスト内の各ディレクトリはコロン（:）を使用して区切ります。この環境変数を次のように設定します。

export _RLD_LIB_PATH=dll_path[:dll_pathn]...
ここで、

dll-pathと dll-pathnは、ユーザー DLL が常駐するディレクトリです。

例：

export _RLD_LIB_PATH=/home/me/mydll

RMI 用の TCP/IP および DNS の構成

TCP/IP およびそのコンポーネントは DNS とともに、適切に構成する必要があります。リモートメソッド
呼び出し（RMI）が機能するためにこれを行う必要があります。

ネットワーク管理者が通常、TCP/IP と DNS を構成しますが、TCP/IP 構成の誤りが JVM 問題の原因にな
っているかどうかを判断できます。TCP/IP 構成を確認するには、L シリーズの/usr/tandem/nssjava/
jdk180_l80/installディレクトリに収められている Java Checker（javachk）を使用します。JVM
と同じ環境で javachkを実行します（つまり JVM の実行に使用した同じ定義を使用）。javachkは失敗

しているソケットルーチンコールを識別します。どのコールが失敗しているかがわかれば、問題をトラブ
ルシューティングできます。

javachkについて詳しくは、L シリーズのファイル/usr/tandem/nssjava/jdk180_l80/install/
README_javachkを参照してください。

メモリに関する考慮事項：QIO の KSEG2 への移動
NSJ8 では、Java ヒープのメモリと JVM メモリはフラットセグメントから割り当てられています。この
32 ビットおよび 64 ビット JDK でのメモリ割り当ての効果は次のとおりです。

• 32 ビットアプリケーションでは、フラットセグメントはユーザー割り当て可能スペースの端から割り
当てられます。そのため、利用可能なメモリで Java プロセスのメモリ要件を満たすことができない場
合、QIO セグメントは KSEG2 領域に移動する必要があります。アプリケーションがメモリエラーか
ら抜け出した場合は、QIO セグメントを KSEG2 領域に移動する必要があります。

• 64 ビットアプリケーションでは、フラットセグメントは 64 ビットスペースから割り当てられます。
そのため QIO セグメントを KSEG2 領域に移動する必要はありません。

Java サーバー側のアプリケーションは、通常は 128 MB を超える大きな Java ヒープサイズで構成されま
す。さらに、JVM とそのネイティブコンポーネント（たとえば NSJSP トランスポートライブラリ、JDBC
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Driver for SQL/MP、JDBC Driver for SQL/MX、SQL/MX コールレベルインターフェイス、あらゆるカスタ
ムユーザー JNI コード）は、それぞれが使用するためにメモリを割り当てます。したがって、JVM プロセ
スが必要とする全体的なヒープスペースは、構成されている Java ヒープスペースよりもかなり大きくな
ります。

プロセスがパラレル TCP/IP トランスポートプロバイダーをソケット操作（iTP Secure WebServer httpd
デーモンサーバープロセスインスタンスなど）で使用するとき、このプロセスは QIO クライアントにな
ります。NonStop サーバー QIO 共有メモリセグメントの場合、QIO クライアントプロセスがソケット要
求を行なうと、プロセスアドレス空間の一部が QIO セグメントに予約されます。この予約されたスペー
スは、JVM プロセスの使用可能 大ヒープサイズを制限します。

QIO セグメントのサイズは、NonStop システム上のプロセッサー（CPU）の構成物理メモリによって決
定します。4 GB の物理メモリで構成されている NonStop システム上のプロセッサーの場合、512 MB が
QIO セグメントに使用されます。さらに、プロセスが QIO クライアントでもある場合は、ユーザーアド
レススペースの 512 MB が QIO セグメントに予約されています。

QIO に対するユーザーアドレススペースが失われる問題を解決するために、QIO セグメントを構成して、
このセグメントが、KSEG2 領域と呼ばれる、権限付きアドレススペースの特殊な領域に移動されるよう
にすることができます。QIO セグメントを KSEG2 領域に移動するということは、QIO セグメントのデフ
ォルトサイズが（ユーザーアドレススペースのデフォルトの 512 MB ではなく）256 MB に減るというこ
とを意味します。ただし、KSEG2 領域で可能な QIO セグメントの 大サイズは 512 MB であるため、
KSEG2 領域の QIO セグメントは 512 MB（ユーザースペースと同じ）に増やすことができます。QIO セ
グメントの構成について詳しくは、QIO Configuration and Management Manual を参照してください。

例：使用中の QIO セグメントサイズの確認

QIO セグメントサイズの使用量を確認するには、TACL プロンプトから次の SCF コマンドを使用します。

TACL> scf
SCF - T9082G02 - (30APR03) (01APR03) - 03/19/2004 02:20:31 System \NAVAE1
(C) 1986 Tandem (C) 2003 Hewlett Packard Development Company, L.P.
(Invoking \NAVAE1.$DATA11.RAMR.SCFCSTM)
1-> status segment $ZM00, detail.

QIO Detailed Status SEGMENT \NAVAE1.$ZM00

State.................. DEFINED
Segment State.......... STARTED
Segment Type........... FLAT_UA
Segment Size........... 536870912
MDs in Use............. 1258
Max MDs Used........... 1589
Last Fail Size......... 0
Current Pool Size...... 16774788 Initial Pool Size...... 16776992
Max Pool Size.......... 16776992 Min Pool Size.......... 16776992
Current Pool Alloc..... 5039616 Max Pool Alloc.......... 5128320
Current Pool Frags..... 12 Max Pool Frags............... 18
この場合に使用される 大プールサイズは 16 MB であり、128 MB の上限を十分に下回っているため、
QIO を KSEG2 に移動できます。

例：QIO セグメントを KSEG2 へ移動

次の SCF 出力は、QIO セグメントが KSEG2 へ移動される手順を示しています。

TACL> scf
SCF - T9082G02 - (30APR03) (01APR03) - 03/19/2004 02:20:00 System \GOBLIN
(C) 1986 Tandem (C) 2003 Hewlett Packard Development Company, L.P.
(Invoking \GOBLIN.$DATA11.RAMR.SCFCSTM)
1-> status segment $ZM00, detail

QIO Detailed Status SEGMENT \GOBLIN.$ZM00
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State.................. DEFINED
Segment State.......... STARTED
Segment Type........... KSEG2
Segment Size........... 268435456
MDs in Use............. 1248
Max MDs Used........... 2357
Last Fail Size......... 0
Current Pool Size...... 16774788 Initial Pool Size...... 16776992
Max Pool Size.......... 16776992 Min Pool Size.......... 16776992
Current Pool Alloc..... 4516992 Max Pool Alloc.......... 4715520
Current Pool Frags..... 375 Max Pool Frags.............. 382
• このシステムの QIO セグメント（\GOBLIN）は KSEG2 へ、セグメントタイプの値に基づいて移動し

ます。

• 値は、QIO を KSEG2 へ移動する場合は、KSEG2 です。

• \NAVAE1の 初の SCF 出力は QIO が FLAT_UA 内にあることを示しており、これは QIO が KSEG2
に移動していないことを意味します。

NSJ8 のディレクトリ構造
このセクションでは、NSJ8 のディレクトリ構造について紹介し、以下のトピックを説明します。

• ディレクトリの内容(28 ページ)
• デモプログラム(29 ページ)

ディレクトリの内容

L シリーズの場合、/usr/tandem/nssjava/jdk180_l80のディレクトリにはリリースドキュメントが

含まれ、サブディレクトリにはリリースドキュメントとサブディレクトリが含まれます。

表 2: /usr/tandem/nssjava/jdk180_l80ディレクトリのサブディレクトリ

サブディレクトリ 内容

/bin JDK 内に存在する 32 ビットおよび 64 ビットバイナリ実行可能ファイル。
これらのファイルには、Java SE Runtime Environment には含まれていな
い次のようなツールがあります。

javacおよび javah。

/demo 追加のサブディレクトリ。それぞれに README ファイルと完全な例が含
まれます。

/include Java ネイティブインターフェイスおよび Java 仮想マシンインターフェイ
スを使用したネイティブコードのプログラミングをサポートする C 言語
ヘッダーファイル。

/install javachkファイル。32 ビットバージョンの javachkだけを使用できま

す。

表は続く
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サブディレクトリ 内容

/jre 32 ビットおよび 64 ビット NSJ8 の Java SE Runtime Environment のル
ートディレクトリ。

32 ビットおよび 64 ビット NSJ8 用の HPE 提供の Java クラス、コア Java
クラス、およびランタイムライブラリが含まれます。コア Java クラスは
lib/rt.jarファイルにあります。

/lib JDK ソフトウェアにバンドルされたツールおよびユーティリティをサポ
ートするための、コアクラス以外のクラスが含まれます。

注記:

NSJ JDK/JRE にあった 32 ビットバイナリまたはライブラリそれぞれに対応する 64 ビットバージ
ョンのバイナリまたはライブラリが、NSJ8 JDK/JRE で用意されています。

デモプログラム

/demoディレクトリにはサブディレクトリが含まれており、デモプログラムと、そのデモプログラムの使

用方法を記した READEME ファイルがそれぞれ格納されています。

表 3: NSJ8 で使用可能なデモプログラム

デモプログラム 説明

/demo/invocation_api 独自の Java 仮想マシン（JVM）を作成できる実行可能ファイルを適
切に構築する方法。32 ビットおよび 64 ビット呼び出し API デモを
作成するためのソースとメイクファイルが含まれています。

/demo/javahjni ネイティブライブラリを作成する方法。32 ビットおよび 64 ビット
javahjniデモを作成するためのソースとメイクファイルが含まれ

ています。

デモプログラムの多くは、デモプログラムを実行する前に、README ファイルの説明に従って一部のフ
ァイルを編集する必要があります。

NonStop SQL 製品用の JDBC ドライバーをインストールする場合は、追加のデモプログラムが用意され
ています。これらのプログラムは、ドライバーソフトウェアで検索できます。
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お使いになる前に

このマニュアルでは、Java および HPE NonStop Open System Services（OSS）の使用に精通している
ことを前提としていますが、このセクションでは、これらの製品に精通していないユーザーに対して背景
について説明します。また、このセクションでは、NonStop システム上での Java アプリケーションの実
行に特徴的な一般的なタスクを実行する方法について説明します。トピックは次のとおりです。

• チュートリアル：単純なプログラム、HelloWorld の実行(30 ページ)
• CPU とプロセス名の指定(31 ページ)
• Java Pathway サーバークラスの構成(32 ページ)

チュートリアル：単純なプログラム、HelloWorld の実行
NSJ8 をインストールした後で、以下の手順を使用して HelloWorld プログラムを作成し、実行します。

1. Java ソースファイルを作成します。

手順 a、b、c を実行するか、d だけを実行します。

a. エディターを使用して、次のソースコードを含むファイルを作成します。

b. ファイルに HelloWorld.javaという名前を付けます。

c. FTP を使用して、ファイルを OSS ファイルスペースに置きます。

/**

* The HelloWorld application implements a java class that
* displays "Hello World!" to the standard output.
*/

class HelloWorld
{
            public static void main(String[] args)
            {
                    System.out.println("Hello World!");
            }
}

d. または、OSS プロンプトで、catコマンドを使用して HelloWorld.javaファイルを作成して、

前述した HelloWorld プログラムの内容を入力します。

$cat> HelloWorld.java
type-contents-of-the-file
(Ctrl+y)

2. PATH 環境変数を設定します。

NSJ8 実行可能ファイルがインストールされているディレクトリを PATH 環境変数に追加します。

標準インストールの場合は、次のコマンドを OSS プロンプトで入力します。

$export PATH=/usr/tandem/nssjava/jdk180_l80/bin/:$PATH
NSJ8 が標準以外の場所、/home/leeにインストールされている場合は、次のように入力します。

$export PATH=/home/lee/nssjava/jdk180_l80/bin/:$PATH
3. パス設定を確認する

任意で、パスが正しく設定されているかどうかを、whenceコマンドを使用して確認できます。次のよ

うに入力します。

$whence -v java
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このコマンドは、パスで見つかった java実行可能ファイルの完全修飾名を表示するはずです。Java
実行可能ファイルが見つからない場合、コマンドは java not foundのメッセージを表示します。

4. Java ソースコードを、javacツールを使用してコンパイルします。

a. 手順 3 が実行済みで javacが現在のパスにあることを確認します。

b. OSS プロンプトで、ディレクトリを Java ソースファイルが保存されている場所に変更します（cd
コマンド）。

c. Java ソースコードを、インストールした NSJ8 製品に含まれる Java コンパイラ、javacを使用し

てコンパイルします。次のコマンドを OSS プロンプトで入力します。

$javac HelloWorld.java
コンパイルが成功すると、コンパイラは HelloWorld.classという名前の Java クラスファイル

を生成します。クラスファイルが作成されると、プログラムを実行する準備ができました。

d. HelloWorld.classファイルが作成されたことを、次のように入力して確認します。

$ls -l HelloWorld.class
              
ファイルが存在しない場合やエラーメッセージが表示される場合は、ソースコードに入力ミスがな
いかを確認します。エラーを修正して、手順 c と d を、クラスファイルが作成されるまで実行しま
す。

5. Javaツールを使用してプログラムを起動します。

a. クラスファイルが作成されたディレクトリに移動します。

b. HelloWorld プログラム（アプリケーションとも呼びます）を起動するには、次のコマンドを OSS
プロンプトで入力します。

$java HelloWorld
              

注記:

java HelloWorld.classと入力してはいけません。すべての Java クラスには.class拡

張子があります。.classを末尾に入力すると、エラーメッセージが表示されます。

Java アプリケーションで"Hello World!"のメッセージが表示されます。

CPU とプロセス名の指定
runユーティリティのオプションを使用することで、アプリケーションプロセスを実行する CPU および

そのプロセス名を指定できます。runユーティリティは、特定の属性を持つ OSS プログラムを起動しま

す。

Java アプリケーションを実行する CPU を指定するには、次のコマンドを使用します。

run -cpu=cpu_number java class_name
たとえば、Java を CPU 3 で実行するコマンドは次のようになります。

$run -cpu=3 java HelloWorld
次のコマンドを使用して、javaプロセスにプロセス名を指定します。

run -name=/G/process_name java class_name
たとえば、Java にプロセス名$APPJを指定するコマンドは次のようになります。

$run -name=/G/appj java HelloWorld
ここで、

/G ディレクトリは Guardian ファイルセットを特定します。
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/G ディレクトリについて詳しくは、Open System Services User's Guide を参照してください。

次の例では、1 つのコマンドの中で複数の実行オプションを結合させています。

$run -name=/G/japp -cpu=3 java HelloWorld
32 ビット JDK と 64 ビット JDK で-nameオプションを使用する場合について詳しくは、Java プロセス

名(132 ページ)を参照してください。

run(1)ユーティリティについて詳しくは、Open System Services Shell and Utilities Reference Manual
を参照してください。

Java Pathway サーバークラスの構成
以下に、Pathway サーバークラスとして実行するように Java プログラムを構成するための特定の Java
要件について簡単な概要を示します。トピックに関する詳細な情報は、TS/MP 2.5 System Management
Manual に記されています。

特定の Java 要件を持つサーバークラス属性が続きます。通常、属性の設定は構成ファイルで使用できま
すが、例では、OSS 環境で属性を設定する方法を示しています。

ARGLIST
ARGLIST は次の形式を使用する必要があります。

-Xabend,class-name[,arguments]
ここで、[,arguments]は、名前付きサーバークラスに渡される引数のオプションのカンマ区切りのリス

トです。

たとえば、OSS プロンプトから、$fooという PATHMON（プロセスモニター）を起動し、PATHCOM プ

ロンプトで ARGLIST を設定します。

$gtacl -p pathcom \$foo
PATHCOM .....
=set serverclass ARGLIST -Xabend,MyClass,3000
これは、OSS シェルプロンプトで java - Xabend MyClass 3000と入力する場合と似ています。

java実行可能ファイルに-Xabend引数を付けると、javaは 0 以外の終了コードで終了するのでなく異

常終了します。Pathway サーバーは、致命的なエラーが発生した場合、PATHMON プロセスが再起動でき
るように、単に停止するのではなく異常終了する必要があります。MyClassは、呼び出される Java クラ

スの名前であり、「3000」は MyClassクラスへの引数です。

注記:

OSS 環境では、ドル記号（$）に特別な意味があります。このため、$fooのプロセス名の前に、エ

スケープ文字であるバックスラッシュ（\）を付ける必要があります。

PROCESSTYPE
この属性を OSSに設定します。

ENV
環境変数は、ENV サーバークラス属性を使用して設定されます。Java を使用する場合は、Java ランタイ
ムがクラスを見つけられるように、CLASSPATH環境変数を設定する必要があります。CLASSPATHの例

では、次の set server コマンドが PATHCOM プロンプトで入力されます。

$gtacl -p pathcom \$foo
PATHCOM .....
=set server ENV CLASSPATH=/myclasspath
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ここで、/myclasspathはすべてのクラスを使用できる場所です。

PROGRAM
PROGRAM 属性を java実行可能ファイルに設定します。L シリーズでは、java実行可能ファイルのデ

フォルトの場所は/usr/tandem/nssjava/jdk180_l80/binです。

たとえば、OSS プロンプトから、$fooという PATHMON（プロセスモニター）を起動し、PATHCOM プ

ロンプトで PROGRAM 属性を設定します。

$gtacl -p pathcom \$foo
PATHCOM .....
=set server PROGRAM /usr/tandem/nssjava/jdk180_l80/bin
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実装の詳細

このセクションでは、NonStop Server for Java の実装の詳細に関係したさまざまなトピックについて説明
します。

• ヘッドレスサポート(34 ページ)
• 追加ツール(35 ページ)
• 追加の環境変数(35 ページ)
• Java ネイティブインターフェイス（JNI）(35 ページ)
• 浮動小数点の実装(40 ページ)
• マルチスレッドプログラミング(41 ページ)
• Java 印刷サービス(46 ページ)
• Guardian プリンターの使用(46 ページ)
• saveabend ファイルの動的な作成 (47 ページ)
• Saveabend ファイル生成(47 ページ)
• デフォルトのプロセス起動メカニズム(48 ページ)
• Java getLocalHost()キャッシュ (48 ページ)
• Java 認証および承認サービス(48 ページ)
• JavaBeans(48 ページ)
• Java プログラムのデバッグ(49 ページ)
• JVM 仕様オプションの違い(52 ページ)
• ガベージコレクション（GC）(53 ページ)
• メモリ管理に関する考慮事項(60 ページ)
• Java ガベージコレクターのアプリケーションパフォーマンスのチューニング(62 ページ)
• javahelper (63 ページ)
• GC プロファイリング(63 ページ)
• ZapInitialHeap オプション(67 ページ)
• 64 ビットプロセスのサポート(67 ページ)
• 32 ビットプロセスのサポート(68 ページ)
• ラージヒープのサポート(69 ページ)
• バージョンコマンドラインオプション(70 ページ)
• GC プロセスへのシグナルのポスト(70 ページ)
• Java シグナルハンドラー(70 ページ)
• 未処理例外(72 ページ)
• エラーファイル(72 ページ)
• システムプロパティ(74 ページ)
• LogVMOutput オプション(74 ページ)
• UseCompressedOops(75 ページ)
• SecureRandom 起動の機能強化(75 ページ)
• VirtualMachine.list()のサポート (75 ページ)
• .hotspot_compiler ファイルと.hotspotrc ファイルのロードにおける変更 (75 ページ)
• プリコンパイルの機能強化(75 ページ)

アプリケーションのチューニングとプロファイリング(118 ページ)も参照してください。

ヘッドレスサポート
NonStop オペレーティングシステムは GUI 操作をサポートしていないので、NSJ8 は、Java Abstract
Window Toolkit（AWT）クラスおよびメソッドに関する Oracle のヘッドレスサポート標準に準拠したヘッ
ドレス JVM です。同様の理由で、NSJ8 は AppletViewerツールをサポートしません。
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クラスデータ共有（CDS）は、アプリケーションの起動時間とフットプリントを低減することを意図した
機能であり、Java HotSpot クライアント VM でのみ利用できます。このため、これは NSJ ではサポート
されません。

GraphicsEnvironment.isHeadlessが true を返し、Java プログラムがディスプレイ、キーボード、

サウンド、またはマウスの操作を必要とするクラスおよびメソッドを使用する場合、クラスまたはメソッ
ドは HeadlessExceptionをスローします。この値は、NSJ8 では常に true です。

印刷、フォント、およびイメージングをサポートするクラスおよびメソッドは、ヘッドレス JVM で完全
にサポートされます。

参照実装についての Oracle ドキュメントでは、ヘッドレス JVM を実行するために、システムプロパテ
ィ–Djava.awt.headless=trueを設定する必要があると記されていますが、このシステムプロパティ

の設定は NSJ8 では必要ありません。

追加ツール
標準の Java パッケージ以外に、NSJ8 には以下のファイルが用意されています。

jtatmf.jar
TMF を使用する NonStop Java トランザクションエージェントのバージョン用のクラスを含むファ
イル。詳しくは、トランザクション(114 ページ)を参照してください。

javachk
Java Checker プログラム。TCP/IP 構成の誤りによって JVM の問題が発生したかどうかを判断しま
す。

emslogger.jar
EMS ログ記録用の Java API から構成されます。

os.jar
OSS ソケットライブラリ関数と NonStop Kernel オペレーティングシステムプロセス用の Java API
から構成されています。

util.jar
NonStop Kernel オペレーティングシステムプロセスの時間情報を取得するための Java API から構成
されています。

詳しくは、NonStop Server for Java 8.0 API Reference Pages を参照してください。

追加の環境変数
NSJ8 には、ランタイム環境を制御するために使用できる実装固有の環境変数が含まれています。
JAVA_PTHREAD_MAX_TRANSACTIONS環境変数は、プロセスごとに許可される TMF トランザクションの

大数を指定します。許可されるトランザクションのデフォルト数は 200 です。詳しくは、 大同時トラ
ンザクションの管理(114 ページ)を参照してください。

Java ネイティブインターフェイス（JNI）
Oracle Java ネイティブインターフェイス（JNI）標準では、Java ルーチンからの C および C++ルーチン
の呼び出しを可能にする C 言語 API を定義します。JNI は、これらのルーチンが Java 仮想マシン（JVM）
を起動してやり取りする方法を定義します。また、JVM をネイティブアプリケーションにロードして、
Java 機能をネイティブアプリケーションに統合できるようにします。

NSJ8 では、以下の点を変更して、JNI と呼び出し API をサポートしています。

• ユーザー DLL の位置を指すように、_RLD_LIB_PATH 環境変数を設定します。

export _RLD_LIB_PATH=dll-path[:dll_pathn]...
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ここで、dll-pathと dll-pathnはユーザー DLL ディレクトリです。

たとえば、ユーザー DLL がディレクトリ /home/mydll内にある場合、

export _RLD_LIB_PATH=/home/mydllとなります。

• NSJ8 では、POSIX ユーザースレッドライブラリ（PUT）だけをサポートしています。この結果、ス
レッドネイティブコードを NSJ8 に移行しているときに、移行に関する追加の考慮事項が発生します。
変更が必要なネイティブアプリケーションが 2 種類あります。

1. libjvm.soを動的にロードし、呼び出し API を使用して JVM を呼び出すアプリケーション。詳し

くは、C または C++からの Java メソッドの呼び出し(37 ページ)を参照してください。

2. Pthread ライブラリを使用して、マルチスレッドアプリケーションを作成するアプリケーション。
詳しくは、ネイティブコードでのスレッドの考慮事項(44 ページ)を参照してください。

• ネイティブ C または C++ルーチンがトランザクション管理ファシリティ（TMF）コールを呼び出す場
合、Open System Services Programmer's Guide の「Using the POSIX User Thread (PUT) Model
Library」セクションの「TMF Transaction Jacket Routines」で定義されている TMF トランザクション
ジャケットルーチンを使用する必要があります。

このコールは次のとおりです。

◦ PUT_ABORTTRANSACTION()
◦ PUT_BEGINTRANSACTION()
◦ PUT_ENDTRANSACTION()
◦ PUT_RESUMETRANSACTION()

注記:

OSS は、1 つのプロセスで 大 1000 の同時実行トランザクションをサポートしています。た
だし JVM は例外で、 大同時トランザクションの管理(114 ページ)で説明しているように可
能な 大トランザクションは 200 です。

• NSJ8 は、関数が floatまたは doubleのタイプのパラメーターを渡したり返したりする C または C
++ルーチンを呼び出すときに変換は行いません。すべての floatおよび double値は、JNI 境界を超

えたときに IEEE 浮動小数点形式のままです。詳しくは、浮動小数点の実装(40 ページ)を参照してく
ださい。

• JNI_OnLoad関数を使用する場合、次の形式を使用します。

jint JNI_OnLoad(JavaVM *vm, void *reserved);
• JNI_OnUnload関数はサポートされています。

• ユーザー DLL に名前を付けるときには、次の規則に従ってください。

◦ Tandem、tandem、または tdmで始まる名前は使用しないでください。

◦ NSJ8 では、すべての DLL の名前に libのプレフィックスと.soのサフィックスを付ける必要があ

ります。したがって、次のように DLL に名前を付ける必要があります。

libname.so
ここで、(name)は System.loadLibrary ()コールに渡される文字列を指定します。

このサブセクションの残りの部分では次の内容について説明します。

• Java からの C または C++ルーチンの呼び出し(36 ページ)
• C または C++からの Java メソッドの呼び出し(37 ページ)
• リンカーおよびコンパイラのオプション(39 ページ)

JNI について詳しくは、Oracle JNI document を参照してください。

Java からの C または C++ルーチンの呼び出し

Java から C または C++ルーチンを呼び出すには、以下の手順に従います。
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1. Java コードをコンパイルします。

2. javahを使用してヘッダーファイルを生成します。生成されたヘッダーファイルに示された関数の宣

言は、user-JNI DLL でエクスポートする必要のあるものです。

関数をエクスポートするには、関数の定義で export$と指定するか、リンカオプション-export_all
を使用します。

3. C または C++コードをコンパイルします。リンカーおよびコンパイラのオプション(39 ページ)で説
明しているように、コンパイラコマンドラインオプションを使用して、C++コードをコンパイルする必
要があります。

例：

/usr/bin/c89 -g -I /usr/tandem/nssjava/jdk180_l80/include -I /usr/tandem/
nssjava/jdk180_l80/include/oss -I. -I /G/system/system -
Wallow_cplusplus_comments -Wlp64 -Wextensions -D_XOPEN_SOURCE_EXTENDED=1 -
Wnowarn=141,209 -Wcall_shared -Wsystype=oss -Wtarget=tns/e -c SystemInfo.c

注記:

ネイティブコードで大きな変数がスタックに存在している場合、このネイティブコードを呼び出
すと、スレッドごとに用意されたデフォルトのスタックスペースを超えることがあります。ネイ
ティブコードが割り当てられたスタックスペースの容量を超えた場合、SIGSTK の結果になりま
す。

使用可能なスタックスペースのオーバーフローを回避するには、スタックを使用するのではな
く、大きな変数をヒープに割り当てることを検討してください。その他の方法としては、java
の起動時に-Xssオプションを指定して、スレッドごとのデフォルトのスタックサイズを増やす

こともできます。このオプションは、すべてのスレッドのスタックサイズを増やします。

-Xssオプションについて詳しくは、NonStop Server for Java 8.0 Tools Reference Pages の

javaを参照してください。

4. DLL ファイル（.soファイルタイプ）を作成し、リンカーおよびコンパイラのオプション(39 ペー

ジ)の説明に従ってリンカオプションを指定します。

リンカオプションを指定した後、次のコマンドを使用して、作成した DLL ファイルが存在する場所を
指すように_RLD_LIB_PATH環境変数を設定します。

export _RLD_LIB_PATH=dll-path
ここで、dll-pathはユーザー DLL が存在するディレクトリです。

例：

/usr/bin/eld TandemWrap.o SystemInfo.o -o libCompanySysInfo.so -set 
SYSTYPE OSS -set HIGHPIN ON -set data_model lp64 -set CPlusPlusDialect 
neutral -dll -lcre -lcrtl -export_all
詳しくは、_RLD_LIB_PATH(26 ページ)を参照してください。

注記:

neutral データタイプ DLL を使用した場合、JVM は 32 ビットポインターの符号拡張値ではない
真の 64 ビットポインターを渡すので、64 ビット JDK では機能しないことがあります。

javahjniデモは、ライブラリファイルを作成する方法の例を示しています。デモプログラムのディレク

トリ位置を確認するには、NSJ8 で使用可能なデモプログラムを参照してください。このデモでは、TNS
と IEEE の浮動小数点の変換も示します。

C または C++からの Java メソッドの呼び出し

独自の C または C++プログラムを作成できます。以下のガイドラインに従って、呼び出し API を使用し、
任意のネイティブプログラムに JVM をロードしてください。
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• NSJ8 では、POSIX ユーザースレッドライブラリだけをサポートしています。その結果、NSJ8 に移行
するときは、以下の問題を考慮する必要があります。

◦ 呼び出し API を使用する Java アプリケーションは必ず、POSIX ユーザースレッドライブラリとリ
ンクする必要があります。アプリケーションは、32 ビットアプリケーションであるか 64 ビットア
プリケーションであるかに応じて、ZPUTDLLか YPUTDLLのどちらかとリンクする必要がありま

す。_RLD_LIB_PATH環境変数を、以下のように libjvm.soの位置に設定します。

32 ビット NSJ8 の場合：

$ export _RLD_LIB_PATH=$JAVA_HOME/jre/lib/oss/server/
64 ビット NSJ8 の場合：

$ export _RLD_LIB_PATH=$JAVA_HOME/jre/lib/oss64/server/
• ネイティブアプリケーションは JNI_CreateJavaVM()コールを使用して Java プロセスになること

ができ、そのようなアプリケーションを JNI アプリケーションと呼びます。ネイティブアプリケーシ
ョンは、マルチスレッドにすることも単一スレッドにすることもできます。アプリケーションがメイ
ンスレッドで JNI_CreateJavaVM()を呼び出した場合、仮想マシンの作成後、メインスレッドが

Java スレッドになります。すでにアプリケーションに VM が含まれている場合、
AttachCurrentThread()を呼び出すことで、別のスレッドが Java スレッドになれます。どちらの

場合でも、呼び出し元のスレッドがメインスレッドの場合、および分散 GC が有効になっている場合
は、メインスレッドのスタックを GC プロセスで共有する必要があります。メインスレッドのスタッ
クは GC プロセス間で共有できないので、メインスレッドが Java スレッドである場合、分散 GC は有
効にできません。そのため、JNI_CreateJavaVM()と AttachCurrentThread()は、分散 GC を有

効にしてメインスレッドから呼び出された場合、JNI_EUNSUPPORTED エラーを返します。

注記:

このマニュアルでの分散 GC のすべてのインスタンスは、パラレルおよび CMS GC を指してい
ます。

• リンカーおよびコンパイラのオプション(39 ページ)の説明に従って、コンパイラコマンドラインオプ
ションを使用して C++で記述されたコードをコンパイルします。

• NSJ8 には DLL が用意されています。したがって、独自の実行可能ファイルを作成し、それを
libjvm.soの JVM DLL にリンクします。

詳しくは、NSJ8 インストールに付属している invocation_apiデモを参照してください。

• 以下のシグナルに対してシグナルハンドラーを設定しないでください。

◦ SIGSEGV
◦ SIGPIPE
◦ SIGCHLD
◦ SIGINT
◦ SIGQUIT
◦ SIGTERM
◦ SIGHUP
◦ SIGWINCH
◦ SIGALRM
◦ SIGSTK
◦ SIGILL
◦ SIGTIMEOUT

• IEEE 浮動小数点を使用するように実行可能ファイルを設定します。

NSJ8 は、一部の他のベンダーの JVM に実装されているシグナルチェーン化機能をサポートしていませ
ん。

プログラムが呼び出し API を使用して JVM を起動する場合、その関数は、IEEE 浮動小数点形式であるタ
イプ floatまたは doubleのパラメーターを返します。NSJ8 に渡されるタイプ floatまたは double
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のパラメーターはすべて、IEEE 浮動小数点形式である必要があります。このようなプログラムで TNS 浮
動小数点形式と IEEE 浮動小数点形式を変換する必要がある場合は、floatと doubleのデータを 2 つの

形式で変換するために使用できる、名前が NSK_FLOAT_で始まる一連のプロシージャーについて、
Guardian Procedure Calls Reference Manual を参照してください。

呼び出し API のデモを実行するには、ディレクトリ/usr/tandem/nssjava/jdk180_l80/demo/
invocation_apiにある README ファイルの手順に従ってください。invocation_api（32 ビットお

よび 64 ビット NSJ8 用）デモプログラムのディレクトリの位置は、NSJ8 で使用可能なデモプログラム
に記されています。

リンカーおよびコンパイラのオプション

コンパイラのオプション

NSJ8 は、C++バージョンニュートラルフラグで構築されているので（リンカに対して—set
CPlusPlusDialectニュートラルオプション）、ユーザー DLL には、バージョン 2 またはバージョン 3
のどちらかの言語仕様を使用してコンパイルされた C++コードを使用できます。バージョン 2 を使用し
てコンパイルするには、次のコンパイラオプションを使用する必要があります。

—Wversion2
—Wversion3は、TNS/E ネイティブコンパイラのデフォルトバージョンであるため、コンパイルコマン

ドラインで定義する必要はありません。

さらに、JNI 境界を超えて渡される浮動小数点パラメーターを持ち、直接 JVM によって呼び出される JNI
コードを含むコンパイル単位は、IEEE 浮動小数点演算を使用する必要があります。IEEE 浮動小数点形式
は TNS/E ネイティブコンパイラのデフォルトであるため、コンパイルのコマンドラインで定義する必要
はありません。

JVM が直接呼び出さないコンパイル単位は、IEEE 浮動小数点形式に準拠せずにコンパイルできます。た
だし、このような混合モードの使用中に発生する可能性のある問題については、このマニュアルでは扱い
ません。

javahjniデモは混合モードの例を示しています。デモについて詳しくは、デモプログラム(29 ページ)を
参照してください。

64 ビット Java アプリケーションから C/C++ルーチンを呼び出す場合は、次のコンパイラコマンドライン
オプションを使用するルーチンをコンパイルする必要があります。

-Wlp64

リンカーのオプション

IEEE 浮動小数点は TNS/E ネイティブコンパイラのデフォルト形式であるため、リンク時に指定する必要
はありません。

64 ビットネイティブライブラリを構築するときは、以下の追加のリンカーオプションも使用する必要が
あります。

-set data_model lp64

ネイティブコードの独自のライブラリの作成方法

javahjniデモプログラムは、32 ビットおよび 64 ビット NSJ8 のネイティブライブラリを作成する方法

を示しています。32 ビット JDK 用のネイティブライブラリを使用するには、32 ビットライブラリである
必要があります。64 ビット JDK で使用するには、64 ビットライブラリである必要があります。

javahjni（32 ビットおよび 64 ビット）デモプログラムのディレクトリ位置は、デモプログラムに示さ

れています。
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浮動小数点の実装
Java は、計算に IEEE 浮動小数点演算を使用します。このサブセクションでは、以下のトピックについて
説明しています。

• 浮動小数点値(40 ページ)
• 倍精度値(40 ページ)
• JNI コードからの TNS 浮動小数点関数の呼び出し(40 ページ)

IEEE 浮動小数点表現と TNS 浮動小数点表現とに互換性がないため、TNS の floatまたは doubleと

IEEE の floatまたは doubleとの間で変換するときに、精度や正確さが失われることがあります。

注記:

NSJ8 では、Java クラスが TNS 形式を使用するかどうかを指定できません。

浮動小数点値

浮動小数点値の場合、TNS 浮動小数点表現は、IEEE 浮動小数点表現より指数が大きい（したがって範囲
が広い）ですが、次の表に示すように正確性は低くなります。

表 4: 浮動小数点の範囲

浮動小数点表現 正の 10 進数の 小値 10 進数の 大値

TNS 1.7272337e-77F 1.1579208e77F

IEEE 1.40239846e-45F 3.40282347e+38F

倍精度値

倍精度値の場合、TNS 浮動小数点表現は、IEEE 浮動小数点表現よりも指数が小さい（したがって範囲が
狭い）ですが、次の表に示すように正確さは高くなります。

表 5: 倍精度範囲

浮動小数点表現 正の 10 進数の 小値 10 進数の 大値

TNS 1.7272337110188889e-77 1.15792089237316192e77

IEEE 4.94065645841246544e-324 1.79769313486231570e+308/

JNI コードからの TNS 浮動小数点関数の呼び出し

このセクションでは、IEEE 浮動小数点関数から TNS 浮動小数点関数を呼び出す手順について説明しま
す。

java実行可能ファイル内でリンクされたネイティブコードで TNS 浮動小数点関数を使用する場合、以下

を実行してください。

• Common Runtime Environment（CRE）関数は IEEE 浮動小数点値を予想しているので、TNS 浮動小
数点値で CRE 関数を呼び出さないでください。

• 浮動小数点形式が混在するコンパイルユニット間で浮動小数点値（floatおよび double）を渡さな

いでください。IEEE 浮動小数点でコンパイルされた関数と、TNS 浮動小数点でコンパイルされた関数
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との間で浮動小数点値を渡したり返したりする場合は、次のようにして渡したり返したりしてくださ
い。

◦ $SYSTEM.SYSTEM.KFPCONVH（NSK_float_ieee32、NSK_float_tns32）または/usr/
include/kfpconv.hで定義された 32 ビット構造の 1 つとしての float。

◦ $SYSTEM.SYSTEM.KFPCONVH（NSK_float_ieee64、NSK_float_tns64）または/usr/
include/kfpconv.hで定義された 64 ビット構造の 1 つとしての double。

• 中間関数を作成すれば、TNS の floatまたは double値を受け入れたり返したりするネイティブ関数

を呼び出すことができます。中間関数は、JVM が呼び出す IEEE 浮動小数点でコンパイルされた JNI
メソッドと、floatまたは double値を受け入れたり返したりするネイティブ関数とをアセンブルし

ます。

JNI の方法と中間関数の方法のどちらでも、NSK_float_*プロシージャーの 1 つを呼び出して IEEE
と TNS の浮動小数点形式を変換させることができます。

中間関数は、

◦ TNS 浮動小数点でコンパイルされます。

◦ $SYSTEM.SYSTEM.KFPCONVHまたは/usr/include/kfpconv.hファイルで定義されている特

殊な構造の 1 つとして floatおよび double引数を受け入れます。

◦ TNS でコンパイルされたネイティブ関数を呼び出し、TNS の floatまたは double引数を渡しま

す。

◦ すべての floatまたは doubleの戻り値を、JNI コーラーが予想する IEEE 浮動小数点値に変換し

ます。

◦ $SYSTEM.SYSTEM.KFPCONVHまたは/usr/include/kfpconv.hファイルで定義されている特

殊な構造の 1 つで float または double を返します。

たとえば、javahjniデモプログラムを参照してください。

マルチスレッドプログラミング
NSJ8 用 Java 仮想マシンはマルチスレッドであり、IEEE POSIX 標準 1003.1、2004 に準拠する POSIX
ユーザースレッド（PUT）ライブラリを使用します。PUT ライブラリが NonStop システムで有効になっ
ていると、-XX:ThreadTimeSliceオプションを使用していない限り、I/O、スリープ、待機を呼び出さ

ない CPU 集約的スレッドが他のスレッドにより先制されることはありません。

このセクションでは、以下のトピックについて説明します。

• スレッドのスケジュール(41 ページ)
• Java コードでのスレッドの考慮事項(44 ページ)
• ネイティブコードでのスレッドの考慮事項(44 ページ)
• ThreadDumpPath のサポート(46 ページ)

スレッドのスケジュール

Java スレッドが作成されるとき、スレッドはその優先順位を親スレッドから継承します。スレッドの優
先順位は MIN_PRIORITYから MAX_PRIORITYまであります。デフォルトの優先順位は

NORM_PRIORITYです。スレッドを作成した後は、setPriorityメソッドを使用してスレッドの優先順

位を変更できます。

Java アプリケーションの開発者は、Nonstop システム用のマルチスレッド Java アプリケーションを設計
したり有効にするときは以下の事柄を考慮する必要があります。

• 自己中心的スレッドとは、明示的に譲ったりブロッキング操作を呼び出すことによって制御を放棄す
ることなく、タイトなループで実行するスレッドです。

• Nonstop のスレッドスケジューリングアルゴリズムはノンプリエンプティブでタイムスライスをしな
いので、このようなスレッドは他のスレッドが CPU 時間にアクセスできないようにすることが可能で
す。理論的には、こうしたスレッドは永遠に実行できます。ただし、しばらくすると、オペレーティ
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ングシステムは定期的にプロセスの優先順位を徐々に下げていき、 後にその優先順位は非常に低い
値に達します。

NonStop システムでのスケジューリングについて、以下のプログラムの結果と出力をご覧ください。

ThreadTimeSlice 機能の一部

import java.io.*;
import java.lang.*;

class LoopThread extends Thread {
   private Thread t;
   private int threadNum;
   private static int tick = 1;
   private static volatile int numThreadsStillRunning = 0;
   private static int maxThreads = -1;
   private static volatile int numThreadsCreated = 0;
   public  static void setMaxThreads(int num) { maxThreads = num; }

   LoopThread( int num){
      if ( num <= 0 || num > maxThreads ) {
         System.out.println("Invalid thread number: " + num);
         System.exit(1);
      }
      threadNum = num;
      System.out.println("Creating " + threadNum );
      numThreadsCreated++;
      numThreadsStillRunning++;
   }
   public void run() {
      if ( threadNum == 1 ) {
         // First thread. Execute until other threads terminates
         while ( numThreadsCreated < maxThreads ||
                 numThreadsStillRunning > 1 ) {
            tick++;
         }
      } else {
         // Sleep some time to guarantee first thread runs
         try {
            Thread.sleep(10);
         } catch ( InterruptedException e ) {
            System.out.println("Sleep interrupted.");
         }
         for (int i=0; i < 10000; i++ ) {
             tick++;
         }
      }
      System.out.println("Thread " + threadNum + " exiting.");
      numThreadsStillRunning--;
   }
}

public class ThreadPreemptionDemo {
   public static void main(String args[])
   {
      int numThreadsToCreate = 2;
      // LoopThread[] threads;
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      if ( args.length > 0 ) {
         // User has specified number of threads to create
         numThreadsToCreate = Integer.parseInt(args[0]);
         if ( numThreadsToCreate < 2 ) {
            System.out.println("Invalid argument. Minimum value = 2");
            System.exit(1);
         }
      }
      LoopThread[] threads = new LoopThread[numThreadsToCreate];
      LoopThread.setMaxThreads(numThreadsToCreate);
      for (int i = 0; i < numThreadsToCreate; i++) {
         threads[i] = new LoopThread(i+1);
         threads[i].start();
      }
      try {
         for (int i = 0; i < numThreadsToCreate; i++) {
            threads[i].join();
         }
      } catch (InterruptedException ex) {
         System.out.println("Exception " + ex);
      }
   }
}
NonStop システムでは、スレッドの実行はタイムスライスされていません。スレッドは実行される機会を
得ると、ループに入り、他のスレッドを窮乏させます。そのため、アプリケーションはハングします。

スレッドのタイムスライスが有効でない場合の出力：

java -cp . ThreadPreemptionDemo
Creating 1
Creating 2

警告:

スレッドタイムスライスオプションが指定されていない場合、ハングが発生します。そのため、出
力の“Creating 2”は出力される場合とされない場合があります。

Java ランタイムは、優先順位固定スケジューリングと呼ばれる、単純で確定的なスケジューリングアル
ゴリズムをサポートしています。Java ランタイムはタイムスライスをしません。NonStop システムで
は、スレッドスケジューリングアルゴリズムはプリエンプティブではありません。つまり、スレッドは明
示的に譲歩するまで実行し続けるか、スレッドでブロッキング操作を呼び出すことにより譲歩を発生させ
ます。スレッドが制御を放棄すると、優先順位が 高の実行可能スレッドが先入れ先出し順で実行されま
す。優先順位の低いスレッドが実行される（先入れ先出し順で）のは、優先順位が高い実行可能なスレッ
ドがないときだけです。

NSJ8 には、JVM 強制型のプリエンプティブなスレッドスケジューリング機能が含まれます。この機能
は、スレッドのタイムスライスを指定するオプションも提供します。スレッドが指定されたタイムスライ
スで実行され、その後で別のスレッドが準備完了キューからディスパッチされます。これは、大量のプロ
セッサー時間を消費するスレッドを強制譲歩させて、他の準備完了スレッドも実行するためのプロセッサ
ー時間を得られるようにする上で役に立ちます。

プリエンプティブユーザースレッドを有効にするには、次のオプションを使用します。

-XX:ThreadTimeSlice[=T]
ここで、

T はミリ秒単位の時間を指定します。
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• T はオプションの引数です。

• T のデフォルト値は 400 ミリ秒です。

• T の値は、1～32767 の範囲です。

T の指定された値が 32767 より大きい場合、値は 32767 にタイムスライスされます。

T の指定された値が 0 の場合、値は 400 にタイムスライスされます。

以下は、例 5 で提供された一部の出力です。

スレッドタイムスライスが有効なときの出力

java -cp . -XX:ThreadTimeSlice=10 ThreadPreemptionDemo
Creating 1
Creating 2
Thread 2 exiting
Thread 1 exiting

Java コードでのスレッドの考慮事項

• スレッド認識関数は、その関数を呼び出しているスレッドだけをブロックします。プロセス全体をブ
ロックするのではありません。NSJ8 が使用する PUT ライブラリでは、すべての I/O がノンブロッキ
ングです。

JToolkit は、Pathsend プロシージャーコールを使用することで Enscribe ファイル、$RECEIVE、およ

び Pathway サーバーへの I/O を実行するためのスレッド認識 API を提供します。詳しくは、JToolkit
for Java API Reference Pages を参照してください。

• カーネルスレッドに欠点があるので、NSJ のパフォーマンスを向上するために Fork または Join フレ
ームワークを使用しないことをお勧めします。このフレームワークを使用すると、NSJ のパフォーマ
ンスが低下します。

ただし、Fork または Join フレームワークを使用したい場合で、CPU に負担がかかる操作だけに使用
する場合は、-XX:ThreadTimeSliceオプションを使用してすべてのスレッドが CPU サイクルを取

得できるようにすることをお勧めします。

スレッド対応 I/O サポート

NSJ8 では、I/O 演算子が OSS ファイルに対して常にノンブロッキングです。以前のバージョンの NSJ で
は、ブロッキング I/O 操作とノンブロッキング I/O 操作を切り替えるオプション—
Dnsk.java.nonblockingを提供しました。このオプションは、NSJ8 ではサポートされなくなりまし

た。

ネイティブコードでのスレッドの考慮事項

NSJ8 では、POSIX ユーザースレッドライブラリだけをサポートしています。その結果、NSJ8 に移行す
るときは、以下の問題を考慮する必要があります。

• Pthread API を使用する、Java アプリケーションの JNI または C/C++コードを移植して_PUT_MODEL_
を、Open System Services Programmer's Guide の説明に従って使用する必要があります。

• PUT ライブラリ Z/YPUTDLLを、アプリケーションと静的にリンクする必要があります。1 これは、現

在（NSJ8 より前）ZSPTDLLをロードする JNI アプリケーションに動的に影響します。

NSJ8 では、32 ビットアプリケーションか 64 ビットアプリケーションかに応じて、アプリケーションを
Z/YPUTDLLとリンクする必要があります。2

Java にリンクされたユーザーネイティブライブラリがスレッドを作成した場合、ユーザーライブラリで
実行されたスレッド非認識操作が Java 仮想マシンの動作に影響を与える可能性があります。ユーザーラ
イブラリが複数のユーザースレッドを作成する場合、プログラムをもっと綿密にして、ユーザースレッド

1 L15.02 から、アプリケーションを X/WPUTDLLとリンクする必要があります。
2 L15.02 から、アプリケーションを X/WPUTDLLとリンクする必要があります。
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で実行される操作が NonStop システムでスレッドセーフになるようにする必要があります。すべてのス
レッドコードが、ネイティブコードではなく、Java で記述されることをお勧めします。

Java プログラムにリンクされた、ネイティブコードのスレッドを NonStop システムで使用するときは、
以下の問題を考慮する必要があります。

• NSJ8 は、POSIX ユーザースレッドライブラリを標準の場所から使用します。

コードには、標準の場所の POSIX ユーザースレッドヘッダーファイルが含まれている必要がありま
す。標準の場所/usr/include/のヘッダーファイルを使用する必要があります。

• タスクにスレッドを作成してもタスクは速く実行できるようになりません。

NonStop システムでは、スレッドがユーザーレベルで実行されるので、ネイティブスレッドの実装が
ありません。マルチプロセッサー NonStop システム上でも、プロセス内のすべてのネイティブスレッ
ド（ユーザースレッド）がプロセスと同じプロセッサーで実行されます。特定のタスクを実行するこ
とだけが目的であるユーザースレッドを作成すると、スレッド作成のオーバーヘッドにより、タスク
の実行速度はスレッドを作成せずに実行されている同じタスクより遅くなります。

• スレッドスケジューリングアルゴリズムはプリエンプティブではありません。

スレッドは、明示的に譲歩するまで実行されます。詳しくは、スレッドのスケジュール(41 ページ)の
説明を参照してください。

• 非常に長時間実行する、CPU に負荷がかかるスレッドでは、ネイティブコードによって yield()メソ

ッドがときどき呼び出されて、タイマーおよび I/O の完了が検出可能になります。タイマーコールバッ
クの呼び出しと I/O 完了の検出が、長時間実行しているスレッドにより大きな影響を受けることがあり
ます。

• スレッド認識インターフェイスを使用するときは注意する必要があります。

Open System Services Programmer’s Guide には、NonStop システム固有のインターフェイスでスレ
ッド認識タイプを一覧しています。これらのインターフェイスには、明示的な put_プレフィックスが

あります。

たとえば、スレッド認識関数を使用しているときは、完了で有効になっているファイルのセットをコ
ントロールしようとしたり、Pthread に登録されているファイルで完了を直接待機しようとしないでく
ださい（FILE_COMPLETE_SET_、FILE_COMPLETE_、AWAITIO、または AWAITIOXプロシージャ

ー）。

Pthread ライブラリの変更事項

Pthread ライブラリは、以下の機能を提供します。

• PUT ライブラリは、すべての I/O コールをノンブロッキングコールとして変換します。スレッドが I/O
を呼び出すと、このコールはコール元のスレッドだけをブロックし、アプリケーションはブロックし
ません。これにより、Java アプリケーションの NSJ8 への移植が可能になります。

• PUT ライブラリは、Java アプリケーションをより強力にできる機能を提供しています。以下をご覧く
ださい。

◦ 保護されているスレッドスタック – 以前の NSJ バージョンでは、Java スレッドスタックのは保護
されておらず、そのため JVM が検出するのは、Java メソッドが原因で生じるスタックオーバーフ
ローだけでした。これは、解釈済みのホットスポットコンパイルコードに含まれるスタック境界チ
ェックコードによって実行されていました。ネイティブメソッドがスタックスペースを誤ってオ
ーバーフローし、プログラムデータが破損する可能性がありました。NSJ8 では、PUT ライブラリ
はガードページを使用することでスレッドスタックを保護します。JVM はこの Pthread 機能を使
用して、ネイティブメソッドからスタックオーバーフローをキャッチします。ネイティブメソッド
から生じるスタックオーバーフローが原因で SIGSTK信号が発生します。

◦ シグナルハンドラーが、代替シグナルスタックと呼ばれる新しいスタックを使用 – これにより JVM
は、SIGSTK信号のシグナルハンドラーコードを実行できます。

• IEEE 標準 1003.1、2004 に準拠した、標準の POSIX スレッド API 名および呼び出しシーケンスを提
供します。詳しくは、Open System Services Programmer's Guide を参照してください。

Pthread ライブラリについて詳しくは、Open System Services Porting Guide を参照してください。
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ThreadDumpPath のサポート
スレッドダンプに、Java プロセス内のすべてのスレッドが一覧表示されます。分散 GC オプションのい
ずれかが有効になっていると、GC スレッドがプロセスに変換されます。そのため、GC スレッドにプレ
フィックス*が付き、アプリケーションで分散 GC が有効な場合はプロセスであることを示します。

NSJ8 プロセス内のすべての Java スレッドの実行スタックトレースをダンプするには、次の OSS コマン
ドを使用して Java プロセスに SIGQUIT シグナルを送信します。

$ kill -QUIT <pid>

注記:

GC スレッドスタックトレースは出力されません。

デフォルトでは、スレッドスタックダンプはテキスト形式で stdoutに書き込まれます。NSJ8 では、以

下の Java コマンドを使用してこの出力をユーザー定義ファイルにリダイレクトすることができます。

-XX:ThreadDumpPath=<path/filename>

Java 印刷サービス
NSJ8 に実装されている Java 印刷サービス（JPS）は、ヘッドレスバージョンの javax.print API を使用
します。JPS では、NonStop システムに直接接続したプリンターに出力することも、ローカルエリアネッ
トワーク（LAN）やワイドエリアネットワーク（WAN）に接続したネットワークプリンターに出力するこ
ともできます。ネットワークプリンターの構成について詳しくは、Spooler FASTP Network Print
Processes Manual を参照してください。スプーラーサブシステムについて詳しくは、Spooler Utilities
Reference Manual を参照してください。

以下に示す JPS クラスのすべての印刷機能および属性は、NonStop スプーラーとプリンターが API をサ
ポートしているときに機能します。ただし、テキストおよびポストスクリプトファイルを個別のプリンタ
ーに送信するための NonStop オペレーティングシステム要件は、JPS で印刷するときにも適用されます。
JPS クラスは次のとおりです。

• javax.print
• javax.print.attribute
• javax.print.attribute.standard
• javax.print.event

java.awt.print.PrinterJobクラスを使用したアプリケーションの場合、プリンターはポストスクリ

プト対応である必要があります。ポストスクリプト印刷の有効化について詳しくは、Spooler FASTP
Network Print Processes Manual を参照してください。

Guardian プリンターの使用
NonStop Java API は、Guardian プリンター名を受け入れます。

以下のコード断片は、Guardian プリンターファイル名を設定して print.txtファイルを出力する方法を

示しています。

..
String printer = "$s.#p255";
FileInputStream stream = new FileInputStream("print.txt"); // file to print
..
PrintServiceAttributeSet prAttr = new HashPrintServiceAttributeSet();
prAttr.add(new PrinterName(printer, null));
PrintServiceLookup lookup = new UnixPrintServiceLookup();
PrintService[] services = null;
..
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services = lookup.getPrintServices(null, prAttr);
..
DocPrintJob job = services[0].createPrintJob();
SimpleDoc doc = new SimpleDoc(stream, DocFlavor.INPUT_STREAM.AUTOSENSE, 
null);
..
job.print(doc, null);
..
..

注記:

上の例で、$s.#p255は構成されているプリンターの名前です。この名前で構成されているプリン

ターがない場合、印刷出力は場所が#p255のスプーラーへルーティングされます。ドキュメントを

印刷するには、構成されているプリンターの場所へドキュメントを明示的に再ルーティングする必
要があります。詳しくは、Spooler Utilities Reference Manual を参照してください。

saveabendファイルの動的な作成

注記:

saveabend ファイルの動的な作成は、Java プロセスでのみ機能します。GC プロセスでは機能しま
せん。

saveabend ファイルの動的な作成は、実行中の Java プロセスを中断（異常終了）せず、プロセスにシグ
ナルを発行することによって、その Java プロセスの saveabendファイルを作成する場合に役立ちます。

これにより、異常終了ファイルが作成された後でも Java プロセスは実行を継続できます。異常終了ファ
イルの作成にかかる時間、つまりアプリケーション停止時間は、わずかです（ミリ秒単位で測定）。

saveabendファイルを利用すれば、高いメモリ消費量や低い応答性などの Java ランタイムの観察された

問題を、実行中の Java プロセスに影響を与えずに分析できます。

プロセスの作業ディレクトリに saveabendファイルを作成するには、以下の手順を実行します。

1. DUMP_CORE = 1 をエクスポートします。

2. Java アプリケーションを起動します。

3. プロセスが実行している間に Ctrl+break キーを押します。

Saveabend ファイル生成
分散 GC が有効な場合、saveabendファイルは個別に生成されます。Java プロセスや GC プロセスは問

題が発生して、異常終了する場合があります。Java プロセスグループの中の 1 つのプロセスが異常終了
すると、他のプロセスは異常終了を検出し、こちらも異常終了します。

異常終了した 初のプロセスはユーザーアドレススペース全体をダンプし（フルダンプ）、他のプロセス
はアドレススペースの部分的ダンプを行ないます。問題を解析するため、saveabendファイルを解析用

の eInspect で単独でロードします。部分的スナップショットファイルはすべてのデータを含まないため、
フルダンプを使用してデータを取得する必要があります。

注意:

saveabendフラグを Java ランチャー実行可能ファイルと javahelper実行可能ファイルの両方

でオンにして、saveabendファイルが Java プロセスと GC プロセスの両方に作成されるようにす

る必要があります。

Java プロセスと GC プロセスのスナップショットファイルを収集して、HPE サポートへ解析のために送
信できます。すべての saveabend ファイルを収集する必要があります。
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デフォルトのプロセス起動メカニズム
子プロセスを作成するメカニズムを指定する新しい-
Djdk.lang.Process.launchMechanism="posix_spawn"オプションが、Oracle から提供されてい

ます。NSJ8 は forkと POSIX_SPAWNの 2 つのメカニズムをサポートしています。デフォルトでは、

NSJ8 での子プロセスの作成に POSIX_SPAWNメカニズムが使用されます。

POSIX_SPAWNの使用は、NSJ8 で fastexecオプションを指定して子プロセスを作成する場合と同じで

す。

Oracle から提供されている標準の起動メカニズムを使用することをお勧めします。

Java getLocalHost()キャッシュ
Java getLocalHost()は、目的の結果を得るためにカーネル API を呼び出す必要がありますが、これが

時間のかかる要因になっています。Java は結果を 5 秒間しかキャッシュしないため、実行時間の長いア
プリケーションには役立ちません。

-Dnsk.java.cachegetLocalHost=trueは、カーネル API によって生成された不要なコールを無効に

し、アプリケーションが終了するまで getLocalHost()の結果をキャッシュするために使用されます。

警告:

アプリケーションの実行中に、システムの IP アドレスを変更しないでください。

Java 認証および承認サービス
Java 認証および承認サービス（JAAS）は NSJ8 に統合されています。JAAS は、アクセス制御の認証お
よび実施に役立つコア Java 2 プラットフォームを強化します。JAAS には、コードを実行したユーザーに
基づいてアクセス制御を実施する機能があります。

JAAS は、Java バージョンの標準 Pluggable Authentication Module（PAM）フレームワークを実装しま
す。このプラグ機能により、アプリケーションは、基盤となる認証テクノロジーから独立して機能できま
す。新規または更新した認証テクノロジーは、アプリケーションへの変更を必要とすることなく接続でき
ます。アプリケーションは、LoginContextオブジェクトをインスタンス化し、これが構成を参照して

認証の実行に使用する認証テクノロジー（つまり LoginModule）を判断することによって、認証プロセ

スを有効にします。LoginModuleインターフェイスは、アプリケーションに接続できるさまざまな種類

の認証テクノロジーを実装する機能を開発者に提供します。

たとえば、あるタイプの LoginModuleは、ユーザー名とパスワードに基づいた形式の認証を実行できま

す。別の LoginModuleはより高度な認証メカニズムを組み込むことができます。

NSJ8 製品には、JndiLoginModuleや KeyStoreLoginModuleなど、Oracle により実装された

LoginModuleインターフェイスは含まれていますが、NonStop システム上の Safeguard サブシステムと

やり取りする LoginModuleは提供されていません。独自の LoginModule実装も開発できます。

認証テクノロジーを実装する LoginModuleの作成について詳しくは、JAASLoginModule Developer's
Guide を参照してください。

JavaBeans
JavaBeans は、設計環境（ビルダーツール内）とランタイム環境の両方で実行できる再利用可能なソフト
ウェアコンポーネントです。

設計環境は非常に視覚的です。JavaBeans は設計情報をプログラマに提供し、その動作と外観をカスタマ
イズできる必要があります。

ランタイム環境では、JavaBeans は、グラフィカルユーザーインターフェイス（GUI）の場合に表示さ
れ、データフィード制御の場合に非表示になる可能性があります。
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NonStop オペレーティングシステムの CLI の性質上、NSJ8 がサポートするのは非表示の JavaBeans の
ランタイム実行のみです。NSJ8 は、GUI 操作を必要とする設計時実行やランタイム実行をサポートしま
せん。NSJ8 で、ブール式 java.beans.Beans isGuiAvailableは falseの値を返します。

JavaBeans について詳しくは、Oracle JavaBeans のドキュメントを参照してください。

Java プログラムのデバッグ
このサブセクションでは、デバッガーのアーキテクチャーと Java アプリケーションのデバッグに関係す
るプログラムを実行する方法について説明し、次のトピックも取り上げます。

• デバッグの概要(49 ページ)
• トランスポート(49 ページ)
• デバッグ対象を実行する Java コマンドラインオプション(49 ページ)
• Java デバッガー（JDB）ツールの起動(50 ページ)
• JNI コードのデバッグ(51 ページ)
• Java および JNI コードのデバッグ(52 ページ)

デバッグの概要

NSJ8 は、Java プラットフォームでのデバッグをサポートする Java プラットフォームデバッガーアーキ
テクチャー（JPDA）をサポートしています。詳しくは、Oracle の Java Platform Debugger Architecture
Documentation を参照してください。

NSJ8 には、端末用非 GUI デバッグツールが付属しています。この Java デバッガーツール（JDB）は
NonStop システム上で使用して、同じ NonStop システム上、別の NonStop システム上、または任意の他
のプラットフォーム上で実行している Java アプリケーションをデバッグできます。

Microsoft Windows や他のプラットフォーム上で実行している非 GUI デバッグ JDB および他のベンダー
の GUI デバッガーを使用して、NonStop システム上で実行している NSJ8 アプリケーションをデバッグ
することもできます。

トランスポート

JPDA トランスポートとは、デバッガーアプリケーションとデバッグ対象によって使用されるプロセス間
通信の形式です。NSJ8 は、標準の TCP/IP ソケットを使用してデバッガーとデバッグ対象間で通信する
ためのソケットトランスポートを提供します。

デフォルトでは、NSJ8 はソケットトランスポートを使用します。NSJ8 では、共有メモリトランスポー
トがサポートされていません。

デバッグ対象を実行する Java コマンドラインオプション

リモートのデバッグの場合、次のコマンドを使用して、デバッグされる Java アプリケーション（デバッ
グ対象）をサーバーとして起動する必要があります。

java -Xdebug -Xnoagent
-agentlib:jdwp=transport
-Xdebug

デバッグを有効にします。

-Xnoagent
古い Sun.tools.debugエージェントを無効にします。これはデフォルト値です。

-agentlib:jdwp=sub-options
sub-optionsは次の形式で指定されます。

name1[=value1],name2=[=value2]...
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sub-optionsは次のとおりです。

transport
トランスポートの名前を示します。値は dt_socketで、デフォルトでは NSJ8 は dt_socketを

使用します。

server=y
yは、デバッガーアプリケーションのリスンを意味します。

address= transport-address-for-this-connection
転送アドレスは、デバッグ対象がデバッガーをリスンしているポート番号、あるいはデバッグ対象が、
デバッグ対象をリスンする 初の利用可能なポートの選択元であるポート値の範囲です。使用される
構文は次のとおりです。

address=[<name>:]<port> | <start port>-<end port>
ここで、

<name>はホスト名です。

<port>はソケットポート番号です。

<start port>はポートの範囲の開始ポート番号です。

<end port>はポートの範囲の終了ポート番号です。

suspend=yはメインクラスのロードの直前に、デバッグ対象を中断します。

オプションで、HotSpot コンパイラではなくインタープリターだけを使用することによって、-Xint
引数を指定できます。

注記:

addressでのポート番号の範囲の指定は NonStop に固有です。

以降の例では、接続アドレスを指定するさまざまな方法を示します。

ポート番号を指定する場合

java -Xdebug -Xnoagent
-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,address=4000,
suspend=y classname arguments

ポートの範囲を指定し、ホスト名が暗黙的な場合

java -Xdebug -Xnoagent
-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,address=4000-4050,
suspend=y classname arguments

マシン名とポート範囲を指定する場合

java -Xdebug -Xnoagent
-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,address=someMachine:4000-4050,
suspend=y classname arguments

Java デバッガー（JDB）ツールの起動

Java デバッガー（JDB）ツールを起動して、デバッグ対象と通信させることができます。jdbコマンド

を、以下の状況についての説明に従って使用してください。
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• デバッグ対象を実行しているのと同じ NonStop システム上で JDB を使用している場合は、次のコマン
ドを使用します。

jdb -attach portnum
          

• デバッグ対象を実行しているのと異なる NonStop システム上で JDB を使用している場合は、次のコマ
ンドを使用します。

jdb -attach host-name:portnum
          

• JDB を Microsoft Windows または他のプラットフォームから使用している場合は、次のコマンドを使
用します。

jdb -connect com.sun.jdi.SocketAttach:hostname=hostname,port=portnum
          

Additional information

GUI デバッガーを使用している場合は、ベンダーのドキュメントを参照してデバッガーがデバッグ対象と
通信するように構成してください。

NSJ8 アプリケーションのリモートデバッグが Eclipse プロジェクトの Eclipse 3.7.2 でテストされていま
す。詳細とソフトウェアのダウンロードについては、http://www.eclipse.org/を参照してください。

コマンドラインオプションの詳細については、Connection and Invocation Details を参照してください。

JNI コードのデバッグ

NonStop システム上で使用可能な検査デバッガーツールを使用して、ネイティブコードをデバッグしま
す。このネイティブコードはアプリケーションの開発者が作成し、Java プログラムで使用します。Visual
Inspect（よく利用されるデバッガー）または Native Inspect を使用してネイティブコードをデバッグしま
す。詳しくは、Native Inspect Manual を参照してください。

次のコマンドを使用して、検査デバッガーで javaを開始できます。

run -debug java java_options
      
ネイティブコードをデバッグするには、DLL がロードされるまで待機します。Visual Inspect では、DLL
がロードされてからプログラムを停止できるので、ブレークポイントを設定できます。ブレークポイント
を設定する方法について詳しくは、Native Inspect Manual を参照してください。

デバッグされるネイティブルーチンと、そのルーチンが呼び出す他のネイティブルーチンを表示してデバ
ッグできます。ネイティブルーチンを超える他の範囲はすべて、検査デバッガーには理解できないコンパ
イル済みまたはインタープリト済みのどちらかの Java コードです。デバッグについて詳しくは、Java プ
ロセスのデバッグ(133 ページ)を参照してください。

目視検査を使用した DLL オープンイベントでのイベントブレークポイントの追加

目視検査が遅延したブレークポイントをサポートしないため、ブレークポイントを設定する前に DLL が
ロードされていることを確認する必要があります。目視検査がサポートする DLL オープンイベントブレ
ークポイントは、DLL がロードされたすぐ後に、ただし初期化ルーチンが呼び出される前にプログラムを
中断します。

以下を実行して、イベントブレークポイントを DLL オープンイベントで追加します。

1. 目視検査で、View > Breakpoints を Application または Program Control ビューで選択します。

2. Event タブをクリックします。

3. Add Breakpoint をクリックして、Event Name メニューで DLL Open を選択します。

4. OK をクリックします。
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Java および JNI コードのデバッグ

Native Inspect デバッガーツールを使用してネイティブコードを、Java Debugger ツールを使用して Java
コードを、同時にデバッグできます。デバッガーで Java デバッグ対象プロセスを開始する必要がありま
す。

たとえば、以下のコマンドを入力します。

run -debug java -Xdebug -Xnoagent -agentlib:jdwp=sub-options
次にデバッグの概要の説明に従って、Java Debugger ツールを使用してデバッグ対象プロセスと通信しま
す。

JVM 仕様オプションの違い
NSJ8 では HotSpot サーバー VM だけを実装し、クライアント VM は実装しないので、javaと jdbの両

方のツールのコンパイラ仕様オプションは、標準の Java とは異なっています。したがって、クライアン
ト VM の実行を指定するオプションは有効ではありません。

Java：特殊な Java アプリケーションランチャーコマンドラインオプション

-client
Java HotSpot クライアント仮想マシン（VM）を選択します。

注記:

-clientオプションは NSJ8 では無効です。

-server
Java HotSpot サーバー仮想マシン（VM）を選択します。

注記:

-serverは NSJ8 のデフォルトオプションです。そのため、-serverの指定はオプションです。

javaツールと標準 Java とのその他の違いについて詳しくは、ガベージコレクタータイプの実装(56 ペ

ージ)と NonStop Java 8.0 Tools Reference Pages の javaを参照してください。

jdb：特殊な Java デバッガーコマンドラインオプション

-tclient
アプリケーションを Java HotSpot クライアント VM で実行します。

注記:

-tclientオプションは NSJ8 では無効です。

-tserver
アプリケーションを Java HotSpot サーバー VM で実行します。

注記:

-tserverは NSJ8 のデフォルトオプションです。そのため、-tserverの指定はオプションです。

jdbと Java プログラムを起動して jdbをアタッチできるようにする方法について詳しくは、NonStop
Java 8.0 Tools Reference Pages の jdbを参照してください。
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ガベージコレクション（GC）
このセクションでは、NSJ8 のガベージコレクションに関する以下の実装固有のトピックについて説明し
ます。

• ガベージコレクションについての一般情報(53 ページ)
• ヒープレイアウト(53 ページ)
• 世代サイズの管理(55 ページ)
• ガベージコレクタータイプの実装(56 ページ)

ガベージコレクションについての一般情報

一般に、さまざまな GC アルゴリズムおよび NSJ8 でのモデル化は、Oracle によってその JVM に実装さ
れているものと同じです。したがって、ガベージコレクションについて詳しくは、Java Web サイトを参
照する必要があります。ただし、一部の情報は NSJ8 には該当しません。関連する情報については、Java
Web サイトの次のリンクを参照してください。

• Java SE HotSpot Virtual Machine Garbage Collection Tuning
• Improving Java Application Performance and Scalability by Reducing Garbage Collection

Times and Sizing Memory Using JDK 1.4.1、Nagendra Nagarajayya、J. Steven Mayer 著。

この文書は JDK1.4.1 について記されたものですが、JDK 8.0 に適用される、詳細な GC ログのデータ
を使用するアプリケーション動作のチューニングに関連した情報が含まれています。

ヒープレイアウト

以下のセクションでは、パラレル、CMS GC、および G1GC で管理されるヒープレイアウトについて概
要を示します。

G1GC のヒープレイアウト

G1GC のヒープレイアウトは異なる方法で構成されます。G1GC では、若い（Young）世代と古い（Old）
世代にヒープレイアウトを分割していた連続ヒープから変わっています。G1GC では領域の概念を導入
しています。

• Java ヒープ領域は固定サイズの領域に分割されます。

• 領域のサイズは、ヒープの合計サイズに応じて 1 MB から 32 MB におよびます。

• G1GC の主要な目的は、約 2048 の領域にヒープ全体を分割することです。

• G1GC は、ライブデータが も少ない領域を再利用しようと試み、空き領域は新しい（New）世代ま
たは Old 世代に割り当てられます。

次の図は、領域のヒープレイアウトを示します。
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図 2: 領域のヒープレイアウト

パラレルおよび CMS GC のヒープレイアウト

NSJ8 では、メモリは、Java オブジェクトの経過時間の違いに基づいて、世代（またはメモリプール）で
管理されます。次の図は、世代のヒープレイアウトを示します。
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図 3: 世代のレイアウト

次のリストでは、さまざまな世代について説明します。

• 若い（Young）（新しい（New）とも呼ばれます）世代—JVM は Young 世代プールにオブジェクトを割
り当てます。この Young 世代がいっぱいになり、JVM が新しいオブジェクトを割り当てられなくなる
と、マイナーガベージコレクションが行われます。Young 世代にはまた、2 つの Survivor 領域も含ま
れます。1 つの Survivor 領域は常に空で、次の GC 操作の保存先として機能します。この操作は、Eden
や他の Survivor 領域内にあるライブオブジェクトの集まりもコピーします。オブジェクトは、寿命の
長い（Tenured）世代にコピーされるほど古くなるまでは、このようにして Survivor 領域間でコピーさ
れます。

• Tenured（または古い（Old）とも呼ばれます）世代—JVM はマイナーガベージコレクションを切り抜
けてきたオブジェクトを、Young 世代から Old 世代に移動させます。

• 永続的（Permanent）世代—クラスオブジェクトとメタデータオブジェクトは、Permanent 世代に割
り当てられます。

Young 世代と Tenured 世代にはそれぞれ、RESERVEDという領域があります。これは、初期化の際に割り

当てられ、ガベージコレクションに割り当て要求に応えられるだけの十分な領域がないときに使用されま
す。Oracle の実装では、予約領域のアドレス範囲が予約されていますが、使用されるまでメモリ領域は割
り当てられません。ただし、NSJ8 実装では、予約領域のアドレス範囲は予約されており、メモリ領域は
初期化中に割り当てられます。

世代サイズの管理

さまざまな javaコマンドオプションを使用して、若い（Young）世代と寿命の長い（Tenured）世代を

組み合わせたときの初期サイズと 大サイズを管理することができます。

-Xms
Young 世代と Tenured 世代を組み合わせたときの初期サイズを設定します。デフォルトの初期サイズは、
32 ビット NSJ8 の場合は 64 MB、64 ビット NSJ8 の場合は 1024 MB です。値が小さいほどガベージコレ
クションは短いけれども頻度が多くなります。値が大きいほどガベージコレクションは長いけれども頻
度は少なくなります。大規模なサーバーアプリケーションでは、初期サイズを 大サイズと等しくするこ
とをお勧めします。

-Xmx
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Young 世代と古い（Old）世代を組み合わせたときの 大サイズを設定します。デフォルトの 大サイズ
は、32 ビット NSJ8 の場合は 64 MB、64 ビット NSJ8 の場合は 1024 MB です。64 ビット NSJ8 では、-
Xmxを 1276 MB より大きな値に設定できます（約 1.24 GB で、32 ビット NSJ8 の 大ヒープサイズ）。

注記:

—Xmxの値を選ぶときは、システムで使用可能な物理メモリの量を考慮する必要があります。プロセ

スの仮想メモリが物理メモリを超えると、メモリスラッシングが発生してアプリケーションのパフ
ォーマンスが低下します。

注記:

アプリケーションで—Xmsと—Xmxに同じ値を指定することをお勧めします。—Xmxだけをコマンド

ラインで指定している場合、—Xmsに使用されるデフォルト値は—Xmxで指定されているものと同じ

値になります。

-XX:MaxPermSize
永続的（Permanent）世代の 大サイズを設定します。MaxPermSizeのデフォルト値は、32 ビットと

64 ビットどちらの NSJ8 も 64 MB です。Permanent 世代の初期サイズ PermSizeオプションは無視さ

れます。

注記:

初期化時に、Young 世代と Old 世代を組み合わせたときの 大サイズと、Permanent 世代の 大サ
イズが割り当てられます。

ガベージコレクタータイプの実装

NSJ8 の使用可能なガベージコレクターは次のとおりです。

• シリアルコレクター（若い（Young）世代と寿命の長い（Tenured）世代用のデフォルトのコレクタ
ー）

• パラレルコレクター

• パラレル圧縮コレクター

• コンカレントマークスイープコレクター（またはコンカレントローポーズコレクター）

• G1GC

警告:

PUT_PROTECTED_STACK_DISABLEが設定されている場合、カベージコレクタータイプのすべての

実装の動作は、シリアルコレクター以外は定義されていません。

表 6: ガベージコレクターの実装の概要

コレクタータイプ 実装ステータス

シリアルコレクター Young 世代と Old 世代用のデフォルトコレクター

パラレルコレクター(57 ペー
ジ)

使用可能

コンカレントローポーズコレク
ター(58 ページ)

使用可能
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パラレルコレクター

パラレルコレクター（またはスループットコレクター）は、パラレルバージョンの若い（Young）世代コ
レクターを使用します。パラレルコレクターを使用できるのは J シリーズシステムのみです。

注記:

該当の GC を有効にするには、"+"オプションを使用します。該当の GC を無効にするには、"—"オ
プションを使用します。

以下は有効な javaコマンドオプションです。パラレルコレクターに適用します。

-XX:+UseParallelGC
このオプションは、Young 世代のパラレルスキャベンジを有効にします。

注記:

デフォルトの GC はシリアル GC です。

-XX:+UseParNewGC
このオプションは、Young 世代の新しいパラレルスキャベンジを有効にします。パラレル GC と
ParNewGC の違いは、ParNewGCが CMS GC での使用に 適である点す。これは、CMS GC が指定され

ている場合のデフォルトのスキャベンジ GC です。

-XX:+UseParallelOldGC
このオプションは、Old 世代のパラレル GC を有効にします。このオプションにより、自動的に（Young
世代の）パラレルスキャベンジが有効になります。

–XX:+UseParallelOldGCCompacting
このオプションは、寿命の長い（Tenured）世代のパラレル Old 圧縮コレクターを有効にするために使用
します。

-XX:+UseAdaptiveSizePolicy
このオプションにより、Java ヒープのアダプティブサイズポリシーが有効になります。デフォルトでは、
NSJ8 でこのオプションは無効です。ただし、パラレル GC が有効の場合、このオプションは、コマンド
ラインで無効にしていない限り、自動的に有効になります。

注記:

NSJ8 の AdaptiveSizePolicyは、スループットおよび中断時間の目標だけを考慮します。フッ

トプリント目標は考慮されません。

-XX:+AggressiveHeap
プラットフォームリソースを取得してヒープレイアウトをそれに応じて構成し、パラレルコレクターを使
用し、AdaptiveSizePolicyオプションを有効にします。-XX:+AggressiveHeapオプションは、

NSJ8 ではサポートされません。ただし、このオプションを指定すると、JVM が次のエラーで終了しま
す。

—XX:+AggressiveHeapオプションはこのプラットフォームではサポートされていません。

-XX:GCHeapFreeLimit=space-limit
ガベージコレクション中に解放されるスペース量の下限を、 大ヒープのパーセント値で指定します。

-XX:GCTimeLimit=time-limit
      
ガベージコレクションで消費される時間量の上限を、合計時間のパーセントで指定します。その後に続く
パラレルコレクターのフラグもサポートされます。
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-XX:MaxGCPauseMillis=nnn
-XX:GCTimeRatio=nnn
これらは、アプリケーションのパフォーマンス目標を指定します。

–XX:ParallelGCThreads=<n>
このオプションは、パラレルガベージコレクションのパラレル GC スレッドの数を指定します。作成され
るデフォルトの GC スレッド数は、プロセッサー内のコアの数と同じです。コアの数より大きい値を指定
すると、次の警告が表示され、アプリケーションは動作を継続します。

警告:

パラレル GC スレッド数（<n>）を、CPU のコア数（<numcore>）より大きくすることはできませ

ん。<numcore>をパラレル GC 数に使用します。

コンカレントローポーズコレクター

コンカレントローポーズコレクターは、寿命の長い（Tenured）世代で選択できます。このコレクターは、
アプリケーションの実行と同時にほとんどの収集を行います。このコレクターは、収集を異なるフェーズ
に分割し、特定のフェーズをアプリケーションの実行と同時に操作し、その他のフェーズを stop the
worldモードで操作します。

コンカレントローポーズコレクターを指定する以下の javaコマンドオプションが、NSJ8 で有効です。

-XX:+UseConcMarkSweepGC
このオプションは、古い（Old）世代のコンカレントマークスイープ GC を有効にします。なお、デフォ
ルト GC は Old 世代のシリアル GC であるので、コンカレントマークスイープ GC を有効にするには、こ
のオプションを指定する必要があります。デフォルトでは、これが選択されていれば、Young 世代には
UseParNewGCが選択されます。

-Xconcgc
このオプションはコンカレントマークスイープ GC を有効にします。

–XX:+CMSIncrementalMode
このオプションは、増分モードでの Old 世代の CMS GC の実行を有効にします。GC を実行するたびに、
Tenured 世代の部分だけが収集されます。このオプションを使用するには、—XX:
+UseConcMarkSweepGCを指定する必要があります。

–XX:ParallelMarkingThreads=<n>
CMS ガーベジコレクションの並列マーキングスレッド数を指定するために、このオプションが使用され
ます。このオプションのデフォルト値は 0 で、この値はコマンドラインで変更できません。

0 より大きな値がコマンドラインで指定された場合、次の警告メッセージが表示され、アプリケーション
は稼働し続けます。

警告:
Java HotSpot(TM) Server VM warning:
Setting ConcGCThreads/
ParallelMarkingThreads/
ParallelCMSThreads greater than 1 is not allowed on this platform.
Setting it equal to default value that is zero.
        

–XX:ParallelCMSThreads=<n>
CMS ガベージコレクションの並列 CMS スレッド数を指定するために、このオプションが使用されます。
このオプションのデフォルト値は 0 で、この値はコマンドラインで変更できません。
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0 より大きな値がコマンドラインで指定された場合、次の警告メッセージが表示され、アプリケーション
は稼働し続けます。

警告:
Java HotSpot(TM) Server VM warning:
Setting ConcGCThreads/
ParallelMarkingThreads/
ParallelCMSThreads greater than 1 is not allowed on this platform.

Setting it equal to default value that is zero.
        

G1GC コレクター

Oracle コマンドラインオプションは、G1GC をサポートしています。オプションは次のとおりです。

-XX:+UseG1GC
このオプションは G1GC を有効にします。このオプションは、J06.19 RVU でのみ有効です。L15.02 およ
び H シリーズの RVU で使用した場合、JVM はエラーメッセージを表示して終了します。

-XX:G1ReservePercent=<n>
このオプションは、プロモートの失敗の可能性を減らすために予約されるヒープサイズを指定します。デ
フォルト値は 10%です。

-XX:G1HeapRegionSize=<n>
このオプションは、個々の領域のサイズを指定します。領域の 小サイズは 1 MB で、 大サイズは 32
MB です。デフォルトのサイズは人間工学的に決定されます。

-XX:ConcGCThreads=<n>
このオプションでは、ガベージコレクターのコンカレントフェーズに使用されるスレッド数を指定しま
す。指定可能な値は 1 です。

大きな GC ログファイルの処理

Oracle のコマンドラインオプションは、GC ログファイルローテーションをサポートしています。オプシ
ョンは次のとおりです。

• —XX:+UseGCLogFileRotation —XX:NumberOfGCLogFiles=<num_of_files>
• —XX:GCLogFileSize=<logsize>

注記:

-Xverbosegcは表示されたオプションをサポートします。

HPE の GC ログローテーションオプションの—XX:GCLogLimitsは変更されないまま残り、—Xloggcと

—Xverbosegcの両方のオプションをサポートします。

注記:

HPE の LogRotation オプションの—XX:GCLogLimits=M,Nは、Javasoft の LogRotation オプション

をオーバーライドします。HPE の—XX:GCLogLimitsが指定された場合、GC ログは、N レコード

後に、新しいログファイルにローテーションします。

他の CMS/パラレル GC のオプション

以前のバージョンの NSJ では、パラレルおよび CMS GC 関連オプションをいくつか使用している場合、
JVM はエラーメッセージをスローしません。パラレルおよび CMS コレクターを使用できないため、JVM
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はこれらのオプションを無視します。しかし NSJ8 では、上記のコレクターを使用できるため、これらの
オプションは JVM によって受け入れられます。これらのオプションの完全な一覧は、Oracle Java
documentation を参照してください。

メモリ管理に関する考慮事項
このセクションでは、32 ビットおよび 64 ビットの JDK8 のメモリ管理に関する考慮事項について説明し
ます。

32 ビット JDK8 の場合の JVM データセグメント

32 ビット NSJ8 では、JDK/JRE が 1 つまたは複数のフラットセグメント（セグメント ID 1069 から 1074
までで 大 6 つ）をその内部動的メモリ要件に応じて割り当てます。これらのセグメントは、JVM のデ
ータセグメントと呼ばれます。

以前のリリースでは、JVM 初期化時に、 初の JVM ヒープセグメント（1069）がセグメントサイズ 256
MB で割り当てられます。このセグメントがいっぱいになると、次の使用可能なセグメントは、割り当て
時に使用可能な仮想メモリに応じて、256 MB あるいはそれ以下のサイズで割り当てられます。このプロ
セスは、6 つのセグメントすべて、または仮想メモリがいっぱいになるまで続きます。 初のセグメント
サイズは 256 MB でこのサイズを変更するオプションがないので、JVM が仮想メモリ全体（256 MB）を
使用するかどうかに関係なく、256 MB 全体が JVM に確保されます。このスペースは、Java ヒープ、ネ
イティブアプリケーションヒープなど、他の目的で使用することができません。したがって、アプリケー
ションで使用可能な 大 Java ヒープサイズは、NSJ6 では 1.3 GB から 256 MB 減り、NSJ8 では 1084
MB に減ります。

NSJ7 SPR T2766H70^ACJ は、前述のセクションで説明した、以前の NSJ7 JDK/JRE の制限事項を克服
する機能を提供します。この機能は、以前のバージョンの NSJ7 と比較して、Java ヒープ、ネイティブ
アプリケーションヒープなどを使用するプロセスで 192 MB の仮想メモリを解放します。さらに、コマン
ドラインオプション MaxJVMHeapSizeが、アプリケーションの要件に応じて JVM ヒープサイズをカス

タマイズするために提供されています。このオプションの構文は、以下のようになります。

–XX: MaxJVMHeapSize=<size>
where, size can vary from 64 MB to 1.5 GB.
MaxJVMHeapSizeのデフォルト値は 1.5 GB です。

このコマンドラインオプションを使用して、アプリケーションは、JVM ヒープセグメントが使用する仮想
メモリの量をカスタマイズできます。NSJ7 SPR T2766H70^ACJ からの場合も、 初のセグメントサイ
ズは常に 64 MB です。残りのセグメントサイズは、MaxJVMHeapSizeに応じて変わります。

MaxJVMHeapsizeが 1.5 GB（デフォルト値）の場合、残りの 5 つのセグメントは 128 MB から 512 MB
の間で変化します。以前のリリースでは JVM ヒープセグメントの 大サイズが常に 256 MB であること
を留意してください。ただし、NSJ7 SPR T2766H70^ACJ から、JVM ヒープセグメントの 大サイズは
固定値ではなく、MaxJVMHeapSizeによって決まります。

JVM はセグメントサイズの値を、常に次に大きな 4 MB の倍数に四捨五入します。JVM は
MaxJVMHeapSizeで指定されているメモリ全体を、使用可能なメモリだけで割り当てることに留意する

必要があります。そのため、必ずしも MaxJVMHeapSizeが受け付けられるとは限りません。

呼び出しの例：

java –XX:MaxJVMHeapSize=256M -version
コマンド呼び出し例では、 初の JVM セグメント（セグメント ID 1069）のサイズは 64 MB です。残っ
ている 192 MB のメモリは、次の 5 つのセグメント（セグメント ID が 1070～1074）の間で分割（動的に
計算）されます。
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64 ビット JDK8 の場合の JVM データセグメント

64 ビット NSJ7 JDK/JRE は、その内部動的メモリ要件に対して、1 つの拡張可能フラットセグメントを
割り当てます。このセグメントの初期サイズは 512 MB で、 大サイズは 12 GB です。このセグメント
は、JVM データセグメントと呼ばれます。

セグメントの割り当て済み部分がいっぱいになり、セグメントの割り当て済みサイズが 大値の 12 GB
に達していない場合、セグメントはそのサイズを 512 MB の倍数単位で増やすことによりサイズ変更され
ます。アプリケーション実行時のセグメントのサイズ変更を防ぐため、NSJ7 SPR T2866H70^ACJ が提
供する InitialJVMHeapSizeオプションを使用して、アプリケーションで必要とされる 大 JVM ヒー

プサイズを指定することができます。このオプションを JVM 初期化中に指定すると、JVM ヒープセグメ
ントは指定された値でサイズ変更されるため、後でアプリケーションを実行したときに JVM ヒープセグ
メントのサイズが変更されません。コマンドラインオプションで指定した値は示唆値であることに留意
する必要があります。アプリケーションでもっと多くの仮想メモリを必要とする場合、セグメントは 12
GB に達するまでサイズ変更できます。このオプションの構文は、以下のようになります。

–XX:InitialJVMHeapSize=<size>
where, size can vary from 512 MB to 12 GB.
InitialJVMHeapSizeのデフォルト値は 512 MB です。

呼び出しの例：

java –d64 XX:InitialJVMHeapSize=4G <className>
コマンド呼び出し例では、JVM 初期化中に、JVM ヒープセグメントは 4 GB にサイズ変更されます。

注記:

JVM ヒープセグメントの 小サイズを 512 MB 未満にすることはできません。

32 ビット JDK8 での Java ヒープサイズ

32 ビット JDK8 の場合の JVM データセグメント(60 ページ)で説明しているように、JVM データセグメン
トの割り当ての結果、32 ビット Java アプリケーションに使用できる 大の Java ヒープは 1276 MB にな
ります。

64 ビット JDK8 での Java ヒープサイズ

64 ビット NSJ8 のデフォルト初期 Java ヒープサイズと 大 Java ヒープサイズは、1 GB です。指定でき
る Java ヒープの理論上の 大値は 484 GB です。ただし、実際の 大 Java ヒープサイズは、利用可能な
カーネル管理のスワップ領域によって制限されます。

32 ビット JDK8 でのネイティブヒープサイズ

JVM データセグメント割り当ての結果として、JNI コンポーネントに使用可能なネイティブヒープのサイ
ズは、JVM データセグメントのサイズと Java ヒープのサイズの合計より小さくなります。

64 ビット JDK8 でのネイティブヒープサイズ

ネイティブヒープサイズは 12 GB に制限されます。Java には、ネイティブヒープサイズの値を変更する
コマンドラインオプションがありません。アプリケーションで必要なネイティブヒープサイズが 12 GB
より大きい場合は、Java ランチャープログラムで eld -change heap_maxオプションを使用すること

で変更できます。

64 ビット JDK8 の場合の JVM データセグメント 61



Java ガベージコレクターのアプリケーションパフォーマンス
のチューニング

NSJ8 には、HotSpot VM が組み込まれています。このセクションでは、JVM のチューニングに利用でき
るオプションについて説明し、Java HotSpot VM をチューニングするためのフラグと値を提示し、インタ
ーネット上での HotSpot チューニング情報を示します。GC チューニングは、以降のセクションで説明す
るように、収集および分析できる GC プロファイルデータによってサポートされています。

世代がいっぱいになると GC が行われるため、使用可能なヒープメモリの合計量はパフォーマンスに直接
影響します。ヒープに影響するパラメーターは次のとおりです。

-Xms：メモリ割り当てプール（Java ヒープ）の起動サイズ

-Xmx： 大メモリ割り当てプール

Nonstop システムの 大値は、32 ビット NSJ8 を使用するときの QIO セグメントの位置によって異なり
ます。セグメントが KSEG2 に移動した場合、 大値は 1276 MB にまで達しますが、それ以外の場合、
値は約 350 MB にとどまります。QIO セグメントの位置について詳しくは、メモリに関する考慮事項：
QIO の KSEG2 への移動(26 ページ)を参照してください。32 ビット JDK8 での Java ヒープサイズ(61
ページ)も参照してください。

64 ビット NSJ8 を使用する場合、理論上の 大値は 484 GB です。ただし、実際の制限は、カーネル管理
のスワップ領域から利用できる物理メモリおよびスワップ領域のサイズと、これらのリソースについて競
合しているプロセス数によって強制されます。

詳しくは、64 ビット JDK8 での Java ヒープサイズ(61 ページ)を参照してください。

大きいサーバーアプリケーションの場合、リストされている 2 つのオプションのデフォルト値では通常不
十分です。一般には、JVM に多くのメモリを割り当てる必要があります。

パフォーマンスに影響を与える他の重要な要素は、若い（Young）世代に割り当てられているヒープの割
合です。Young 世代ヒープのパラメーターは次のとおりです。

-XX:NewRatio=nn
Young 世代と古い（Old）世代の比率。

-XX:NewSize=nn
下限サイズ。

-XX:MaxNewSize=nn
上限サイズ。

-XX:SurvivorRatio=nn
Survivor 領域を調整します。

次に例を示します。

java -Xms512m -Xmx512m -XX:NewSize=256m -XX:MaxNewSize=256m \ -
XX:SurvivorRatio=2 <class>
これらのオプションは次のように設定するように JVM に通知します。

• ヒープの初期サイズを 512 MB にする。

• 大ヒープサイズを 512 MB にする。

• 新しい（New）世代を 256 MB に（128 MB は Eden に、2x64 MB は Survivor に）する。

• Old 世代を 256 MB にする。

これらのすべてのパラメーターについて詳しくは、Java HotSpot VM Options を参照してください。

Java SE 8 HotSpot 仮想マシンでのガベージコレクションのチューニングについて、および一般的なパフ
ォーマンスのチューニングについて詳しくは、次のドキュメントを参照してください。
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• Java SE HotSpot Virtual Machine Garbage Collection Tuning。
• The article Tuning Java I/O Performance。
• 記事、Turbo-charging Java HotSpot Virtual Machine, v1.4.x to Improve the Performance and

Scalability of Application Servers。
• Java Performance Documentation。

注記:

• 次のオプションは、NSJ8 にも NonStop システムにも適用されません。

-XX:-UseBoundThreads -XX:+UseAltSigs -XX:+AllowUserSignalHandlers -XX:
+MaxFDLimit -XX:-UseLWPSynchronization -XX:PreBlockSpin=nn -XX:-UseMPSS -
XX:+UseSpinning

javahelper
javahelperは、JVM によって起動され、スレッドをプロセスとして GC する実行可能ファイルです。

Java ヘルパープロセスは、マルチスレッドのアプリケーションです。Java アプリケーションと、標準的
な NonStop カーネル IPC メカニズムを使用して相互作用します。Java ヘルパープロセスは、Java プロセ
スが動作しているのと同じプロセッサー上で起動されます。並列 Java ヘルパープロセスの 大数は、プ
ロセッサー内のコアの数と同じです。CMS GC が有効の場合、作成される ParNewGCプロセスの数は、

コアの数と等しくなります。これらのプロセスの他に、CMS GC タスクプロセスが 1 つあります。これ
らのプロセスは、名前がないプロセスです。

Java ヘルパープロセスは、パフォーマンス向上のため、別々の IPU にバインドされています。Java ヘル
パープロセスがバインドされている IPU 数は、その Java ヘルパープロセスの序数です。たとえば、並列
GC が 4 コア CPU で有効の場合、4 つの Java ヘルパープロセスが起動されます。作成される 初の Java
ヘルパープロセスは IPU 0 に、2 番目は IPU 1 に、3 番目は IPU 2 に、4 番目は IPU 3 にバインドされま
す。

javahelper実行可能ファイルを直接起動しないでください。直接起動すると、エラーメッセージが表示

されます。

Internal Error: Cannot invoke directly!!!

注記:

2 つのバージョンの javahelperが NSJ8 にあります。一方は 32 ビット用でもう一方は 64 ビッ

ト用です。

GC プロファイリング
NSJ8 は、Java アプリケーションの GC アクティビティを取得する HPE 独自のオプションである-
Xverbosegcをサポートします。このオプションの出力は、HPjmeterのオフラインモードで詳細統計

情報の表示および分析に使用できます。以下の-Xverbosegcオプションでは、ガベージコレクション前

後の Java ヒープ内の領域に関する詳細情報を生成します。

-Xverbosegc[:help]|[0|1][:file=[stdout|stderr|<filename>]]
-Xverbosegcの構文オプションについて詳しくは、NonStop Server for Java 8.0 Tools Reference Pages
の javaを参照してください。

アプリケーションプロファイリングについて詳しくは、アプリケーションのチューニングとプロファイリ
ング(118 ページ)を参照してください。
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GC ログローテーション

-Xverbosegcまたは-Xloggcオプションを使用して GC のログ機能が有効になっている場合、デフォ

ルトで GC データはサイズが無制限の単一のログファイルに書き込まれます。NSJ8 では、GC ログファ
イルのサイズと数を制御できます。GC ログレコードは、ラウンドロビン方式で指定した数の GC ログフ
ィルに書き込まれます。これにより、GC データを簡単にアーカイブでき、したがって GC ログファイル
で消費されるディスク領域の容量を制限できます。Zero Preparation -Xverbosegcを使用するときに、

ログローテーションもサポートされます。

ログローテーションを有効にするには、-Xverbosegc、-Xloggc、または Zero Preparation verbosegc
と一緒に次のオプションを使用します。

-XX:GCLogLimits=M,N
ここで、

Mは、ファイルごとのローテーション GC ログレコード数を指定する負でない整数です。値が 0 の場合、

ファイルごとの GC ログレコード数を無制限に指定します。

注記:

各 GC ログレコードは、GC イベントに対応します。

Nは、ローテーション GC ログファイルの 大数を指定する負でない整数です。値が 0 の場合、ファイル

数を無制限に指定します。

-XX:GCLogLimits=M,Nオプションを使用する場合は、Mと Nの両方を使用する必要があります。この

オプションを指定しない場合、デフォルトは、無制限のサイズの単一の GC ログファイルを書き込むとい
う動作になります。

ローテーションを有効にすると、GC ファイル名にシーケンス番号が付けられます（0 から N-1）。たとえ
ば、filename.0、filename.1、filename.2です。

ログローテーションでは、指定したファイルの 大数（N）に達すると、ロギングはシーケンスの 初の

ファイル（filename.0）に戻り、その結果、古い GC データが新しいデータに置き換えられます。ファ

イルの 大数（N）に達しない限り、ログローテーションは行われません。

例

それぞれ 大 100,000 の GC レコードを含む 2 つのログファイルでローテーションするには、次のコマン
ドを使用します。

-XX:GCLogLimits=100000,2
それぞれ 大 1,000 の GC レコードを含む無数の小さなファイルを保持するには、次のコマンドを使用し
ます。

-XX:GCLogLimits=1000,0

—XX:+HeapDumpおよび_JAVA_HEAPDUMP環境変数

-XX:+HeapDumpオプションを使用して、ヒープのスナップショットを経時的に取ることで、実行中の

Java アプリケーションのメモリ割り当てを調べることができます。

ヒープダンプを取得するもう 1 つの方法は、_JAVA_HEAPDUMP環境変数を使用することです。この環境

変数を設定すると、Java コマンドラインに変更を加えることなくメモリのスナップショットを取ること
ができます。この機能を有効にするには、コマンドラインオプションを使用するか、Java アプリケーシ
ョンを起動する前に環境変数を設定します。

例：export _JAVA_HEAPDUMP=1
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-XX:+HeapDumpオプションが有効な場合、プロセスに SIGQUIT シグナルが送信されるたびに、JVM は

Java ヒープのスナップショットを hprof ASCII 形式で作成します。

java_<pid>_<date>_<time>_heapDump.hprof.txt
_JAVA_HEAPDUMP_ONLYオプションを設定した場合、ヒープダンプが、SIGQUIT ではなく、SIGWINCH
によりトリガーされます。ヒープダンプだけが作成されます。つまり、STDOUT に対するアプリケーシ
ョンのスレッドおよびトレースダンプは抑制されます。_JAVA_BINARY_HEAPDUMP環境変数を

_JAVA_HEAPDUMP_ONLYとともに設定すると、ASCII ではなく、バイナリ形式のヒープダンプが作成さ

れ、SIGWINCH はプロセスに送信されます。

注記:

ヒープダンプを作成する前に、JVM はフル GC を実行します。

その他の HeapDump オプション

-XX:+HeapDumpの他に、3 種類の HeapDump オプション： -XX:+HeapDumpOnCtrlBreak、 -XX:
+HeapDumpOnOutOfMemoryError、および -XX:+HeapDumpOnlyを使用できます。

表 7: HeapDump オプション

オプション トリガ
ー

形式 ファイル名

-XX:+HeapDump SIGQUI
T

ASCII;

_JAVA_BINARY_HEA
PDUMP
環境変数を設定して
バイナリを取得

java_<pid>_<date>_<time>_h
eapDump.hprof.txt

-XX:+HeapDumpOnCtrlBreak SIGQUI
T

バイナリ java_<pid>.hprof.<millitim
e>

-XX:
+HeapDumpOnOutOfMemoryEr
ror

メモリ
不足

バイナリ java_<pid>.hprof
または

—XX:HeapDumpPath=fileによ

り指定されたファイル

-XX:+HeapDumpOnly SIGWIN
CH

ASCII;

_JAVA_BINARY_HEA
PDUMP
環境変数を設定して
バイナリを取得

java_<pid>_<date>_<time>_h
eapDump.hprof.txt

以下は、ヒープダンプオプションについての説明です。

• -XX:+HeapDumpOnCtrlBreak
SIGQUIT シグナルが Java プロセスに送信されると、JVMTI ベースの—Xrunhprof:heap=dumpオプ

ションを使用することなく、Java ヒープのスナップショットを取ることができるようになります。こ
のオプションは-XX: + HeapDumpオプションと似ていますが、出力形式が違い、バイナリの hprof
形式で、出力は命名規則 java_<pid>.hprof.<millitime>のファイル名に置かれます。
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_JAVA_HEAPDUMP環境変数が設定されていて-XX: + HeapDumpOnCtrlBreakオプションが指定

されている場合、SIGQUIT がプロセスに送信されると、hprof ASCII とバイナリのダンプファイルが

作成されます。

たとえば、次のファイルが作成されます。

◦ java_27298.hprof.1152743593943
◦ java_27298_060712_153313_heapDump.hprof.txt
JAVA_BINARY_HEAPDUMPが設定されていて—Xrunhprof:heap=dumpコマンドが実行されると、

hprofの ASCII およびバイナリファイルがこのオプションに生成されます。

• -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
Java プロセスで java.lang.OutOfMemoryError例外が発生すると、Java ヒープをダンプすること

ができます。ヒープダンプファイル名は現在の作業ディレクトリに java_pid<pid>.hprofとして

デフォルト設定されます。—XX:HeapDumpPath=fileオプションを使用して、ヒープダンプファイル

名や、ヒープダンプファイルを作成するディレクトリを指定できます。—XX:
+HeapDumpOnOutOfMemoryErrorオプションによって生成される唯一のヒープダンプ形式は、

hprofバイナリ形式です。

注記:

—XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryErrorオプションは、低停止時間（low pause）コレクター

（—XX:+UseConcMarkSweepGCオプション）では機能しません。

• -XX:+HeapDumpOnly
SIGWINCH シグナル（シグナル 12）を使用して、—XX:+HeapDumpOnlyオプションまたは

_JAVA_HEAPDUMP_ONLY環境変数を用いたヒープダンプが可能になります。このインターフェイス

は、SIGQUIT によってトリガーされるスレッドとトレース情報の生成を、ヒープダンプ情報と切り離
すために提供されます。—XX:+HeapDumpOnlyオプションを指定している場合や

_JAVA_HEAPDUMP_ONLY環境変数が設定されている場合、ヒープダンプ機能は SIGWINCH をプロセ

スに送信することによりトリガーされます。STDOUT へのスレッドおよびトレース情報の出力は抑制
されます。

ヒープダンプは次の形式のファイルに書き込まれます。

java_<pid>_<date>_<time>_heapDump.hprof.txt
デフォルトの出力形式は ASCII です。出力形式を hprofバイナリ形式に変更するには、

_JAVA_BINARY_HEAPDUMP環境変数を設定します。この環境変数に—XX:+HeapDumpオプションを

指定して hprofバイナリ形式を SIGQUIT シグナルで生成することもできます。

ヒープダンプを使用したメモリ使用量の監視

一連のヒープダンプスナップショットを作成することにより、オブジェクトの数とサイズがどのように変
化していくかを確認できます。少なくとも 3 つのスナップショットを収集することをお勧めします。
初のスナップショットはベースラインの役割をします。これを取るのは、アプリケーションの初期化が終
了して短期間実行した後でなければなりません。

2 番目のスナップショットは、残留ヒープサイズが大きく増えた後に取ります。残留ヒープサイズを監視
するには、-Xverbosegcと HPjmeterを使用します。

後のスナップショットを取るのは、問題が発生してアプリケーションが大部分の時間をフル GC に使っ
てしまうポイントまでヒープが成長する直前にしてください。他のスナップショットを取る場合は、アプ
リケーション実行の全体にわたって、残留ヒープサイズに基づいて均等に間隔をあけてください。ヒープ
ダンプ間のサイズの違いが大きいと、容易にリークを見つけ出せます。

スナップショットを収集した後で、それらを HPjmeterで見て、以下を実行します。

• File>Compareを使用してファイルを比較します。
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Java ヒープで蓄積しているオブジェクトのタイプを確認できる必要があります。

• Mark to Findを使用して、オブジェクトのタイプを選択します。

• 戻って、スナップショットの 1 つを表示します。

• Metric>Call Graph Treeに進んで、Findを実行します。オブジェクト保持のコンテキストを理

解できる必要があります。

ヒント:

ヒープダンプを作成するとき、ヒープサイズが小さいアプリケーションを実行するとヒープダンプ
ファイルが小さくなります。ヒープダンプファイルが小さいほど、HPjmeter解析で使用するメモ

リを少なくできます。

ZapInitialHeap オプション
ZapInitialHeapは、ガベージコレクションの速度向上に役立つ HPE 固有のオプションです。このオプ

ションは、デフォルトでは false に設定されています。

このオプションを true に設定すると、JVM は Java オブジェクトヒープのすべての仮想メモリページを、
初期化（JVM ロード）段階中に、強制的にマップします。この操作により、GC 中の後半の実行段階で発
生するページフォールトの数が大幅に削減され、GC 時のメモリアクセスが高速になります。

ただし、このオプションを使用すると、JVM の初期化が遅くなるため、アプリケーションの起動時間が長
くなります。

このオプションを実稼働環境で配備する前に、パイロット実行を行なうことをお勧めします。パイロット
実行の目的は、アプリケーション起動時間の増加が許容可能であること、そして GC 中のアプリケーショ
ンの低速（停止時間）が確実に減少することを確認することです。詳しくは、アプリケーションのチュー
ニングとプロファイリング(118 ページ)を参照してください。

64 ビットプロセスのサポート
NSJ8 では、64 ビット Java プロセスを作成できます。64 ビット Java プロセスでは大きな Java ヒープを
使用でき、32 ビット Java プロセスの制限である 1276 MB より大きなヒープサイズが可能です。64 ビッ
ト Java プロセスの理論上の 大 Java ヒープサイズは、484 GB です。ただし、実際の制限は、構成され
たスワップ領域、システムの物理メモリ、プロセス数、これらのリソースを求めて競合しているプロセス
の数によって決まります。

64 ビットモードでは、Java ランタイム環境のパフォーマンスは、32 ビットモードの場合よりわずかに低
下します。これは、ポインターサイズの増加（64 ビットモードでは 8 バイト、32 ビットモードでは 4 バ
イト）によるものです。この結果、32 ビットモードに比べ、同じ操作セットに必要なメモリ使用量が多
くなり、パフォーマンスが低下します。

以下のセクションでは、64 ビット Java プロセスを起動する方法について説明します。

• -d64 オプション (67 ページ)
• 64 ビット java ランチャーの使用 (68 ページ)

-d64オプション

このオプションは、64 ビットの Java プロセスを起動する場合に使用できます。このオプションを使用す
るには、32 ビット JDK とともに 64 ビット JDK をインストールする必要があります。

64 ビット Java プロセスを起動するには、以下の手順を使用します。

1. OSS プロンプトで次のコマンドを使用して、32 ビットランチャーを指すように PATH 環境変数を設定
します。

$ export PATH=/home/lee/nssjava/jdk180_l80/bin/:$PATH
2. 32 ビットランチャーと-d64オプションを使用してアプリケーションを実行します。
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java -d64 <application_classname>
-d64オプションを使用した 64 ビット Java プロセスの起動には、以下の制限があります。

• 64 ビットプロセスは、名前付きプロセスとして起動できません。詳しくは、Java プロセス名(132 ペ
ージ)を参照してください。

• 64 ビットプロセスは、Native Inspect（eInspect）デバッガー内部で起動できません。Java プロセス
のデバッグを参照してください。

これらの制限を解消するには、Java プログラムのデバッグ(49 ページ)の説明に従って、64 ビットの
Java プロセスを起動する必要があります。

以前の NonStop Java バージョンと一緒に-d64オプションを使用した場合、次のエラーメッセージが

stdoutに表示され、アプリケーションが終了します。

Running a 64–bit JVM is not supported on this platform.
32 ビットバージョンの NSJ8 と一緒に-d64オプションを使用し、64 ビットバージョンの NSJ8 がインス

トールされていない場合、次のエラーメッセージが表示されます。

This Java instance does not support a 64–bit JVM. Please Install the 64–bit 
JDK.

注記:

アプリケーションがユーザーライブラリを使用する場合、_RLD_LIB_PATHは、64 ビットのユーザ

ーライブラリを指す必要があります。

64 ビット javaランチャーの使用

64 ビット Java プロセスを起動するには、以下の手順を使用します。

1. 次のコマンドを OSS プロンプトで使用して、64 ビットランチャーをポイントする PATH 環境変数を
設定します。

$ export PATH=/home/lee/nssjava/jdk180_l80/bin/oss64:$PATH
2. 64 ビットランチャーを使用してアプリケーションを起動します。

java <application_classname>

注記:

64 ビット Java ランチャーを-d64オプションで起動した場合、このオプションは無視されて、新し

い 64 ビット Java プロセスを作成する execが実行されません。この動作は、他のプラットフォー

ムでの動作と異なります。他のプラットフォームでは execが実行されて新しい 64 ビット Java プ

ロセスが作成されます。

32 ビットプロセスのサポート
64 ビットランチャーを使用して 32 ビットの Java プロセスを起動できます。

32 ビットの Java プロセスを起動するには、以下の手順を使用します。

1. OSS プロンプトで次のコマンドを使用して、64 ビットランチャーを指すように PATH 環境変数を設定
します。

$ export PATH=/home/lee/nssjava/jdk180_l80/bin/oss64:$PATH
2. -d32のコマンドラインオプションと一緒に 64 ビットランチャーを使用して、32 ビットプロセスを実

行します。

java -d32 <application_classname>
-d32オプションを使用した 32 ビット Java プロセスの起動には、以下の制限があります。
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• 32 ビットプロセスは、名前付きプロセスとして起動できません。詳しくは、Java プロセス名(132 ペ
ージ)を参照してください。

• 32 ビットプロセスは、Native Inspect（eInspect）デバッガー内部で起動できません。Java プログラ
ムのデバッグ(49 ページ)を参照してください。

これらの制限を解消するには、前述のように 32 ビットの Java プロセスを起動する必要があります。

L シリーズの場合：$ export PATH=/home/lee/nssjava/jdk180_l80/bin:$PATH
java <application_classname>

注記:

NonStop Java で-d32オプションとともに 32 ビット Java ランチャーを起動した場合、このオプシ

ョンは無視され、新しい 32 ビット Java プロセスを作成する execは実行されません。この動作は、

execを実行して新しい 32 ビット Java プロセスを作成する他のプラットフォームでの動作とは異

なります。

次の表では、-d32オプションと-d64オプションを使用した場合の効果をまとめています。

NSJ8 JDK ランチャータイプ コマンドラインオプション 起動した Java プロセス

32 ビットランチャー -d32 32 ビットの Java プロセス（オプ
ションは無視）

-d64 64 ビット Java プロセス

-d32も-d64も指定されません。 32 ビット Java プロセス

64 ビットランチャー -d32 32 ビット Java プロセス

-d64 64 ビット Java プロセス（オプシ
ョンは無視）

-d32も-d64も指定されません。 64 ビット Java プロセス

ラージヒープのサポート
Java アプリケーションでラージヒープ（1276 MB 以上）を必要とする場合は、64 ビット JDK を使用し
なければなりません。インストールの後で、– Xmsおよび– Xmxコマンドラインオプションを使用して、

ヒープサイズが 1276 MB より大きなアプリケーションを実行できます。以下に、Java ヒープサイズが 24
GB のアプリケーションを起動する例を示します。

JAVA_HOMEが 32 ビット JDK をポイントしている

java –d64 –Xms24G –Xmx24G <other command-line options> <application>

JAVA_HOMEが 64 ビット JDK をポイントしている

java –Xms24G –Xmx24G <other command-line options> <application>

注記:

プロセスの仮想スペースは物理メモリのサイズを超えてはなりません。物理メモリサイズが 32 GB
の場合、 大の Java ヒープサイズは約 28 GB です（JVM メモリ要件で 2 GB、C ヒープ、スレッド
スタックで 2 GB、Java ヒープで 28 GB）。
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バージョンコマンドラインオプション
java -versionオプションが 64 ビット JDK で指定されている場合、JVM バージョンは 64 ビット VM
であるとレポートされます。

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM
java -versionオプションが 32 ビット JDK で指定されている場合、次のメッセージが表示されます。

Java HotSpot(TM) Server VM

GC プロセスへのシグナルのポスト
Java アプリケーションにシグナルをポストできます。NSJ8 では、パラレルおよび CMS GC が有効な場
合、GC プロセスが作成されてガベージコレクションが実行されます。GC プロセスは、同期信号のシグ
ナルハンドラーをインストールして、非同期信号をブロックします。そのため、非同期信号を GC プロセ
スにポストしても影響はありません。同期信号が発生すると、GC プロセスシグナルハンドラーはエラー
ログファイルを作成して終了します。

注記:

Java プロセスは、同期および非同期信号の処理を続行します。

Java シグナルハンドラー
Java プログラムは、現在のアプリケーションがやり取りするシグナルのシグナルハンドラーをインスト
ールします。ただし、シグナルのハンドラーをインストールするときに、1 つの制限がアプリケーション
に課せられます。この制限は、アプリケーションでは、Java 仮想マシンで使用されるシグナル（予約済
みシグナル）のハンドラーはインストールできないということです。アプリケーションが予約済みシグナ
ルのハンドラーをインストールしようとすると、java.lang.IllegalArgumentExceptionがスロー

されます。ユーザーがハンドラーをインストールできない予約済みシグナルには 2 種類あります。

1. 常にユーザーがハンドラーをインストールできないシグナル。

2. アプリケーションが特定のコマンドラインオプションを無効にしている場合に、ユーザーがハンドラ
ーをインストールできるシグナル。

次の表では、シグナルハンドラーをインストールできない予約済みシグナルに関する情報のほか、コマン
ドラインから一部のオプションを有効または無効にすることによってインストールできる予約済みシグ
ナルに関する情報も示しています。

表 8: 予約済みシグナルリスト

予約済みシグナル（常に） 予約済みシグナル（コマンドラインオプションにより異
なる）

1

SIGFPE SIGWINCH

SIGILL SIGALRM

SIGSEGV SIGUSR2

SIGQUIT SIGHUP

表は続く
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予約済みシグナル（常に） 予約済みシグナル（コマンドラインオプションにより異
なる）

1

SIGUSR1 SIGINT

SIGSTK SIGSTK

1 特定のシグナルをクリックして、対応するシグナルのシグナルハンドラーをインストールする方法に関
する情報を取得します。

SIGWINCH

HeapDumpOnly機能は SIGWINCH シグナルを使用します。そのため、HeapDumpOnlyオプションが無

効であれば、アプリケーションはシグナルハンドラーをインストールします。

HeapDumpOnlyオプションは、XX:+HeapDumpOnly Java コマンドラインオプションを使用するか、環

境変数（_JAVA_HEAPDUMP_ONLY）に 1 を設定することによって有効になります。

注記:

デフォルトでは、HeapDumpOnlyオプションは false なので、HeapDumpOnlyオプションを明示的

に有効にしない場合、アプリケーションはシグナルハンドラーをインストールできます。

SIGALRM

Zero Preparation 冗長ガベージコレクション機能は、SIGALRM シグナルを使用します。デフォルトでは、
ZeroPrepVerboseGCは有効です。

他の目的に SIGALARM を使用するには、ZeroPrepVerboseGCは無効にする必要があります。

SIGUSR2

Zero Preparation プロファイリング機能（HPE 固有の機能）はこのシグナルを使用します。アプリケーシ
ョンのランタイム全体について、または選択した期間について、プロファイリングを有効または無効にで
きます。詳細は次のとおりです。

• —Xeprof::off
が Java コマンドラインで指定された場合、アプリケーションの実行期間全体にわたって、Zero
Preparation プロファイリング機能が無効になるため、アプリケーションは SIGUSR2 シグナルのシグ
ナルハンドラーをインストールできます。

• —Xeprof
が Java コマンドラインで指定された場合、アプリケーションの実行期間全体にわたって、Zero
Preparation プロファイリング機能が有効になるため、アプリケーションは SIGUSR2 シグナルのシグ
ナルハンドラーをインストールできません。

• Zero Preparation プロファイリング機能の代替シグナルは、次のコマンドを使用して指定できます。

Xeprof:time_on=<SIGUSR1|SIGUSR>,time_slice=<SIGUSR1|SIGUSR2>

SIGUSR2 が Zero Preparation プロファイリング機能のシグナルとして指定されていない場合、アプリ
ケーションは SIGUSR2 のシグナルハンドラーをインストールできます。

SIGHUP

コマンドラインオプションで—Xrsが指定されていない場合、JVM はこのシグナルを使用してシャットダ

ウンフックをサポートします（シグナルの使用を減らします）。–Xrsがコマンドラインオプションで指定

されている場合、アプリケーションは、SIGHUP シグナルのシグナルハンドラーをインストールできま
す。
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SIGINT

コマンドラインオプションで—Xrsが指定されていない場合、JVM はこのシグナルを使用してシャットダ

ウンフックをサポートします（シグナルの使用を減らします）。–Xrsがコマンドラインオプションで指定

されている場合、アプリケーションは SIGINT シグナルのシグナルハンドラーをインストールできます。

SIGTERM

コマンドラインオプションで—Xrsが指定されていない場合、JVM はこのシグナルを使用してシャットダ

ウンフックをサポートします（シグナルの使用を減らします）。–Xrsがコマンドラインオプションで指定

されている場合、アプリケーションは、SIGTERM シグナルのシグナルハンドラーをインストールできま
す。

未処理例外
分散ガベージコレクター（DGC）が有効な場合に Java またはその GC プロセスに未処理例外が発生する
と、例外が発生したプロセスは終了します。プロセスグループ内の他のプロセスは、終了したプロセスを
検出して、異常終了します。

エラーファイル
致命的なエラーが発生すると、アプリケーションで使用される GC のタイプによって、1 つまたは複数の
エラーログファイルが作成されます。

アプリケーションがシリアル GC を使用し、致命的なエラーが発生した場合、1 つのエラーファイルだけ
が、hs_err_pid<pid>.logの形式で作成されます。

ここで、

<pid>は Java プロセスのプロセス ID です。これは、以前のバージョンの NSJ で作成された形式と同じ

形式のエラーファイルです。

アプリケーションがパラレルまたはコンカレント GC を使用しているときに、致命的なエラーが発生した
場合、複数の致命的なエラーファイルが作成され、そのファイル名の形式は、hs_err_pid<Java
pid>_<Java pid | GC pid>.logのような形式になります。

ここで、

<Java pid>は Java プロセスのプロセス ID で、<GC pid>は GC プロセスのプロセス ID です。

初のプロセス ID は常に、Java プロセス ID です。2 番目のプロセス ID は、エラーファイルを作成する
プロセスのプロセス ID です。Java プロセスによってエラーファイルが作成された場合、2 番目のプロセ
ス ID は Java プロセス ID であり、GC プロセスで作成された場合は GC プロセス ID です。作成されるエ
ラーファイル数は、Java プロセスグループ内のプロセス数と同じです。

致命的なエラーが発生すると、致命的なエラーが発生したプロセスは終了します。このプロセスによって
生成されたエラーログファイルのヘッダーには、致命的なエラーに関する情報が含まれます。これは、オ
ペレーティングシステムのシグナルの場合も、JVM 内部エラーの場合もあります。パラレルまたはコンカ
レント GC が使用される場合、Java プロセスグループ内の他のプロセスも終了し、前述のようにエラー
ログファイルを作成します。エラーログファイルには、致命的なエラーが発生したプロセスに関する追加
情報と、Java グループを形成するプロセスのリストが含まれます。

したがって、生成されるすべてのエラーログファイルのヘッダーを見ると、致命的なエラーが発生したプ
ロセスを特定できます。

パラレルまたはコンカレント GC を含む Java プロセスが異常終了したときのエラーログファイルの 初の数行

#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# SIGSEGV (0xb) at pc=7ed16ab4, pid=1979711505, tid=10 # # JRE version: 7.0 
# Java VM: Java HotSpot(TM) Server VM (21.1-b02-svcnedccadmin:
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2012jul25-11:47 mixed mode nsk oss-ia64 ) # Problematic frame:
# C  [(DLL libjvm.so)+0x0]  invoke__17PSParallelCompactSFb + 0x1C0 (DLL 
libjvm.so)+0x0 #
この例では、hs_err_pid1979711505_1979711505.logファイルが PID 1979711505 の Java プロセ

スで作成され、SIGSEGV が原因で終了したことを示します。

Java プロセスグループ内の別のプロセスの異常終了を検出した後で GC プロセスが終了したときのエラーログ
ファイルの 初の数行

#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
#  Internal Error (0xe0000010), pid=2097152069, tid=4 #  Error: Process 
3,1140 in the Java process group has terminated abnormally. Initiating 
termination of all the other processes in the process group # # JRE version: 
7.0 # Java VM: Java HotSpot(TM) Server VM (21.1-b02-svcnedccadmin:
2012jul25-11:47 mixed mode nsk oss-ia64 ) # Failed to write core dump.
#
#  Please report this error to HPE customer support.
#
----------- P R O C E S S   G R O U P-------------
# The processes in the Java process group are:
# PID (CPU, PIN):
# 620757051 (3,1138)
# 1006633021 (3,1141)
# 2097152069 (3,1139)
# 1291845689 (3,1144)
# 1979711505 (3,1140)
この例は、PID 2097152069 の GC プロセスがファイル hs_err_pid1979711505_2097152069.logを

作成したことを示します。ログは、Java プロセスグループ内の別のプロセスが異常終了したために、GC
プロセスが終了したことを示します。この GC プロセスに対応する Java PID は 1979711505 です。Java
グループには 4 つの GC プロセスがあり、それらの PID は 620757051、1006633021、2097152069、お
よび 1291845689 です。

ErrorFile と%pオプション

製品フラグ—XX:ErrorFile=fileは、エラーログファイルを作成する場所の指定に使用できます。

ここで、file は、ファイル位置の完全パスを表します。ファイル変数には、部分文字列%pを含められま

す。

アプリケーションがシリアル GC を使用し、致命的なエラーが発生した場合、部分文字列%pは Java プロ

セスのプロセス ID に拡張されます。

アプリケーションがパラレルまたは CMS GC を使用し、致命的なエラーが発生した場合は、部分文字列%p
は<Java PID>_<[Java PID| GC PID]>に拡張されます。

ここで、<Java PID>は Java プロセス ID のプロセス ID であり、<GC PID>は GC プロセスのプロセス

ID です。

初のプロセス ID は常に、Java プロセス ID です。2 番目のプロセス ID は、エラーファイルを作成する
プロセスのプロセス ID です。Java プロセスによってエラーファイルが作成された場合、2 番目のプロセ
ス ID は Java プロセス ID であり、GC プロセスで作成された場合は GC プロセス ID です。作成されるエ
ラーファイル数は、Java プロセスグループ内のプロセス数と同じです。これは以下の例で示されていま
す。
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ファイル名を errorlog%pとして指定した場合

java –XX:ErrorFile=errorLog%p SampleJava
ここで、errorLogはエラーファイルのファイル名です。

DGC が有効な場合、複数のファイルが次の名前形式で作成されます。

errorLog<Java PID>_<[Java PID| GC PID]>
ここで、

<Java PID>
は Java プロセス ID です。

<GC PID>
は GC プロセスのプロセス ID です。

Java プロセスが作成したエラーログファイルの場合、両方の PID が Java プロセス ID であり、GC プロ
セスで作成されたエラーログファイルの場合、 初の PID が Java プロセス ID で、2 番目の PID が GC プ
ロセス ID です。

ファイル名を error%p.logとして指定した場合

java –XX:ErrorFile=error%p.log SampleJava
ここで、error.logはエラーファイルのファイル名です。

DGC が有効な場合、複数のファイルが次の名前形式で作成されます。

error<Java PID>_<[Java PID| GC PID]>.log
ここで、

<Java PID>
は Java プロセス ID です。

<GC PID>
は GC プロセスのプロセス ID です。

Java プロセスが作成したエラーログファイルの場合、両方の PID が Java プロセス ID であり、GC プロ
セスで作成されたエラーログファイルの場合、 初の PID が Java プロセス ID で、2 番目の PID が GC プ
ロセス ID です。

システムプロパティ
システムプロパティ sun.arch.data.model は NSJ8 で使用可能であり、使用されているデータモデルにつ
いての情報を提供します。32 ビット NSJ8 では値"32"を返し、64 ビット NSJ8 では値"64"を返します。

システムプロパティ os.archは、32 ビット Java プロセスと 64 ビット Java プロセスで x86_64Nを返

します。

LogVMOutput オプション
-XX: + LogVMOutputオプションを使用している場合、JVM により生成される出力は./hotspot.log
ファイルか、–XX:LogFile=<file>オプションで指定されるファイルにリダイレクトされます。いずれ

かの DGC オプションがコマンドラインで指定されている場合、ファイルには Java プロセスだけにより
生成される出力が含まれます。ただし、GC プロセスにより生成される出力はこのファイルに記録されま
せん。
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UseCompressedOops
64 ビット Java アプリケーションでは使用する Java ヒープが 32 GB より小さく、—XX:
+UseCompressedOopsオプションを指定して JRE が、ベースの 64 ビットポインターでなく、32 ビッ

トオブジェクトポインターを使用できるようにします。この方法によりデータアクセス遅延性が減り、ア
プリケーションパフォーマンスが向上します。ただし NSJ8 では、このオプションは実験的な機能として
しか提供されていません。このオプションを実稼働環境で配備しないようにしてください。

SecureRandom 起動の機能強化
このオプション（正確には java.security.nativeRNG）が有効な場合、Java アプリケーションで

初の乱数を生成するためにかかる処理時間が短くなります。

このオプションは、デフォルトで無効になっています。次のオプションを使用すると有効になります。

—Djava.security.nativeRNG=true

VirtualMachine.list()のサポート
以前のバージョンの NSJ では、NonStop システムで空の値を返すために使用した VirtualMachine API（ア
タッチ API）のリストメソッド。ただし、他のプラットフォームでは、そのプラットフォームで実行中の
Java プロセスのリストを返すために使用するリストメソッドです。NSJ7 以降のバージョンからは、リス
トメソッドが NonStop システムで実行中の Java プロセスのリストを返します。以下は、出力を他のプラ
ットフォームと比較した場合の変更事項です。

• 呼び出し API を使用しているアプリケーションでは、Java プロセスの名前はバイナリ形式の名前で
す。

• 純粋な Java アプリケーションでは、Java プロセスの名前は、クラス名か、コマンドラインで使用可
能な jar名です。

• —XX:+PerfDisableSharedMemまたは—XX:-UsePerfDataの使用が NonStop では無視されます。

• NSJ7 以降のバージョンを使用している Java プロセスだけがリストされます。

.hotspot_compilerファイルと.hotspotrcファイルのロ

ードにおける変更
NSJ 7 以降のバージョンでは、現在の作業ディレクトリからの.hotspot_compiler ファイルと.hotspotrc フ
ァイルのデフォルトの暗黙的ロードが変更されました。これらのファイルはデフォルトでロードされな
くなりました。.hotspot_compiler に依存している既存展開（たとえば、ホットスポットコンパイルからメ
ソッドを排除するため）と.hotspotrc に依存している既存の展開の場合、サポートされていない動作オプ
ションが、以前のロード動作をシミュレーションするために用意されています。次のコマンドラインオプ
ションが以前の動作をサポートします。

—XX:Flags=.hotspotrc

.hotspotrc の以前の動作に戻ります。

—XX:CompileCommandFile=.hotspot_compiler

.hotspot_compiler の以前の動作に戻ります。

プリコンパイルの機能強化
NSJ8 は、Java メソッドを、呼び出し数がホットスポット数に達した後でコンパイルする代わりに、 初
の呼び出し時にコンパイルするオプションを提供します。新しい高度なコンパイルコマンド
compilealsoが、この機能を実装するために使用されます。プリコンパイルしなければならないメソッ

ドは、高度なコンパイルコマンドラインオプションや高度なコンパイルコマンドファイルで指定できま
す。
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新しい機能 CompileAlsoProfileが提供されており、これを使用すると compilealsoコマンドファ

イルを作成できます。CompileAlsoProfileオプションが指定されていると、ホットスポットがコンパ

イルされたメソッドは compilealsoのプレフィックスが付いてプロファイルファイルに書き込まれま

す。生成されたファイルは、高度なコンパイルコマンドファイルオプションで直接指定できます。

プロファイルファイルが適切に収集されるように、プリコンパイルに使用するメソッド数が制限されてい
ることを確認する必要があります。プロファイル収集期間が非常に長い場合、大量のメソッドのホットス
ポットがコンパイルされて、プロファイルファイルに多数のエントリーが含まれる可能性があります。ま
た、すべてのメソッドがプリコンパイルされて、アプリケーションの起動やウォームアップ時間に影響を
与えます。

構文

–XX:CompileAlsoProfile=<filename>

説明

このオプションを使用すると、アプリケーションの実行時にホットスポットがコンパイルされるメソッド
のリストを含むファイルを作成できます。ホットスポットがコンパイルされた各メソッドは、メソッドに
compilealsoキーワードでプレフィックスを付けた後で出力ファイルに書き込まれます。生成された

ファイルを直接使用して、compilealsoオプションを使用してプリコンパイルされるメソッドを指定で

きます。アプリケーションは 初にこのオプションを使用して起動してコンパイルコマンドファイルを
作成し、作成されたファイルは CompileCommandFile オプションが使用します。コンパイルコマンドフ
ァイルの作成は自動化されているため、compilealsoコマンドの実行が簡単になります。

compilealsoコマンドを実行する方法は 2 つあります。

• コマンドラインを-XX:CompileCommandオプションで使用する。

• コンパイルコマンドファイルを使用する。プロファイルオプション CompileAlsoProfileによ

り、-XX:CompileCommandFileを通じて生成される。

CompileAlsoProfile コマンドで%p オプションを使用した構文

–XX:CompileAlsoProfile=<fileNamePrefix>%p<fileNameSuffix> 
        
%p

Java プロセスの OSS PID に置き換えられます。

CompileAlsoProfile コマンドで%n オプションを使用した構文

–XX:CompileAlsoProfile=<fileNamePrefix>%n<filenameSuffix>
%n

名前付きプロセスのプロセス名、または名前がないプロセスの_<cpu>_<pin>で置き換えられます。

<cpu>
CPU 番号を表す文字列です。<cpu>は、2 つの文字と「0」のプレフィックスからなります。

<pin>
PIN 番号を表す文字列です。<pin>は、5 つの文字と「0」のプレフィックスからなります。

ホットスポットがコンパイルされたメソッドがない場合、出力ファイルは作成されません。生成されたフ
ァイルがフォルダーに存在する場合、compilealsoはフォールバックして、CompileAlso%p.logの

ファイル名を生成します（%p は PID です）。

例

%p オプションを使用
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この例では、compilealso_721420613.logという名前のファイルが作成されます。721420613 は現

在のプロセスの PID です。

-XX:CompileAlsoProfile=CompileAlso%p.log
%n オプションを使用

この例では、compilealso_TEST.logという名前のファイルが作成されます。現在のプロセスは名前付

きプロセスで、プロセス名は$TESTです。

-XX:CompileAlsoProfile=CompileAlso%n.log
この例では、compilealso_03_00453.logという名前のファイルが作成されます。現在のプロセス

PIN は 3,453 です。

-XX:CompileAlsoProfile=CompileAlso%n.log
%p および%n オプションの組み合わせ

この例では、CompileAlsoProfileが%pおよび%nオプションのあらゆる組み合わせを許容することを

示しています。

-XX:CompileAlsoProfile=Prefix%p%p.log generates 
Prefix_1409286693_1409286693.log

-XX:CompileAlsoProfile=Prefix%n%n.log generates Prefix_00_05638_00_05638.log

-XX:CompileAlsoProfile=Prefix%n%p.log generates Prefix_00_05815_738197608.log

-XX:CompileAlsoProfile=Prefix%p%n.log generates Prefix_134218212_00_06790.log
run -name=/G/mlog with -XX:CompileAlsoProfile=Prefix%n%n.log generates 
Prefix_MLOG_MLOG.log

run -name=/G/mlog with -XX:CompileAlsoProfile=Prefix%n%p.log generates 
Prefix_MLOG_855638120.log

run -name=/G/mlog with -XX:CompileAlsoProfile=Prefix%p%n.log generates 
Prefix_905969768_MLOG.log

コマンドラインの使用

構文

-XX:CompileCommand=command,method

説明

このコマンドは、compilealsoコマンドと、プリコンパイルされるメソッドをコマンドラインで指定す

るために使用します。

例

-XX:CompileCommand=compilealso,java/lang/String.indexOf
このコマンド例は、String クラスの indexofメソッドを、初めて使用する前にコンパイルします。

CompileCommandFile コマンドの使用

構文

-XX:CompileCommandFile=<filename>
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説明

このコマンドでは、複数のメソッドと、ファイルで指定されたコマンドを指定することができます。コマ
ンドファイルの各行は、コマンド、クラス名、そしてコマンドが使用されるメソッドの名前を表します。
ファイルの各行は、ホットスポットコンパイラ高度コマンドと、クラス名を含むメソッドの名前で構成さ
れます。compilealso高度コンパイラコマンドでは、–XX:CompileAlsoProfileオプションによっ

て生成されたファイルを指定できます。これにより、プリコンパイルしなければならないメソッドは
compilealsoコマンドを使用して指定されます。

CompileCommandFileについて詳しくは、Oracle Java documentation を参照してください。

パラメーター

filename
JIT コンパイラコマンドを含むファイルの名前です。

制限事項

• CompileAlsoProfileオプションと CompileCommand/CompileCommandFileオプションの両方

を指定しないでください。

• CompileAlsoProfileオプションによって生成されるファイルは、CompileCommandFileオプシ

ョンが使用します。これらのコマンドは別々に実行することをお勧めします。 初に
CompileAlsoProfileオプションでホットスポットメソッドを含んだファイルを、compilealso
コマンドでプレフィックスを付けて生成します。生成されたファイルは CompileCommandFileで使

用して、これらのメソッドを事前にコンパイルします。これにより、これらのメソッドがインタープ
リターモードで実行されなくなるため、パフォーマンスが向上します。

例

String クラスの toString()メソッドをプリコンパイルするため、次のエントリーがコマンドファイルに

追加されます。

compilealso java/lang/String::toString
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NonStop Server for Java インフラストラクチ
ャ

Java - WORA

Java で記述されたアプリケーションは、よく知られているように、プラットフォームに依存しません。
プラットフォーム固有の機能は Java 仮想マシン（JVM）により実装されるため、アプリケーションをプ
ラットフォーム特異性から守ります。このため Java アプリケーションは、別のソフトウェアプラットフ
ォームで動作するときでも同様の動作を示します。これは Java 独自の機能で、一般に Write Once Run
Anywhere（WORA）と呼ばれます。

NonStop TS/MP：NonStop 上のスケーラブルなミドルウェアプラットフォーム

NonStop が提供する NonStop TS/MP の形のミドルウェアプラットフォームは、スケーラビリティやフォ
ールトトレランスといった NonStop 特性をアプリケーションに提供します。NonStop TS/MP は、ミッシ
ョンクリティカルなオンライントランザクション処理（OLTP）アプリケーションを NonStop サーバーで
開発および展開するために必要なすべてのインフラストラクチャを提供します。これにより、ビジネスロ
ジックの実装に集中できるようになります。負荷分散、通信、I/O、およびフォールトトレランスといっ
た一般的なアプリケーションサービスを心配する必要がありません。これらの一般的なサービスを提供
する NonStop TS/MP は、ランタイム実行環境と API のセットで構成されます。NonStop TS/MP をホス
トとするアプリケーションは、NonStop TS/MP の独自の機能を継承するために、NonStop ファイルシス
テム（FS）と Pathsend API を使用する必要があります。これらの API は、Inter Process Communication

（IPC）のクライアントおよびサーバーアプリケーションが使用する関数呼び出しを提供します。

NonStop Server for Java インフラストラクチャ

NonStop Server for Java インフラストラクチャ（NSJI）は、プログラマが java.netパッケージの

Socketクラスを使用したり java.nioパッケージの SocketChannelを使用して NonStop TS/MP ま

たはスタンドアロンサーバーアプリケーションを記述できる NonStop FS および TS/MP API に Java 概
念を提供します。FS や Pathsend API を使用する必要はありません。これによりプログラマは、プレーン
ソケットまたはソケットを通信に使用するパッケージを使用して、サーバーアプリケーションを作成し、
このアプリケーションを NonStop TS/MP 上でホスティングすることで NonStop TS/MP の独自の機能を
継承することができます。

これらのプログラムをデスクトップ環境で開発およびテストし、NonStop TS/MP で展開してプラットフ
ォーム機能を継承することができます。以下の各セクションでは、NSJI の機能について詳細に説明しま
す。ただし、NSJI での接続に関する実際の操作は、接続の確立(91 ページ)のセクションで説明します。

次の図はクライアントサーバーアプリケーションを示しており、クライアントサーバー通信の 2 種類の通
信チャネルとして TCP/IP と NSJI を示しています。
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アプリケーション

クライアント
アプリケーション

TCP

java.net.Socket/
java.nio.socketChannel

アプリケーション

クライアント
アプリケーション

NSJI

java.net.Socket/
java.nio.socketChannel

TCP

サーバー
アプリケーション

アプリケーション

java.net.Socket/
java.nio.socketChannel

NSJI

サーバー
アプリケーション

アプリケーション

java.net.Socket/
java.nio.socketChannel

Pathsend /
FS API

NSJIライブラリなし NSJIライブラリあり

図 4: TCP/IP と NSJI を通信チャネルとしたクライアントサーバーアプリケーション

下の表のサンプルコードは、サーバーに接続し、データを送信してから、応答を受信する単純なクライア
ントアプリケーションを示しています。サーバー側では、サーバーコードが接続をリスンし、接続が確立
されると、データを待機し、それから返信します。

サンプルコードと以降の各セクションで、関連する Java ベース製品で説明する機能を理解しましょう。

表 9: サンプルコードの一部

クライアントコードのサンプル サーバーコードのサンプル

......

......
(2) Socket sock = new 
Socket(“nonstop.server.com”,8070);
......
OutputStream os = 
sock.getOutputStream();
InputStream is = 
sock.getInputStream();
......
(3) os.write();
......
(6) is.read();
......
sock.close();
......

......

......
ServerSocket ssock = new 
ServerSocket(8070);
......
(1) Socket sock = ssock.accept();
......
InputStream is = 
sock.getInputStream();
(4) is.read();
......
OutputStream os = 
sock.getOutputStream();
(5) os.write();
......

80 NonStop Server for Java インフラストラクチャ



次の表では、NSJI が有効なときの関連するコールの動作について説明します。NSJI の有効化について詳
しくは、NSJI の有効化(84 ページ)を参照してください。サーバーは TS/MP サーバークラス（JISVC が
想定されたサーバークラス名）として動作するよう構成され、クライアントは Pathsend クライアントと
して動作するよう構成されています。構成の詳細はマッピングファイル(84 ページ)のセクションで説
明します。

シーケン
ス

コール 説明

（1） ssock.accept();
このコールはサーバー側で開始します。

サーバーは、新しい接続について$RECEIVE
でリスンを開始します。接続について詳しく
は、接続の確立(91 ページ)を参照してくだ
さい。

（2） new Socket(“nonstop.server.com”,
8070);
このコールはクライアント側で開始します。

このコールにより、内部で Pathsend ダイア
ログ API を使用して、サーバークラス JISVC
への接続が確立されます。これは、NSJI 構成
では、クライアントが Pathsend クライアン
トとして動作する必要があるためです。

（3） os.write();
このコールはクライアント側で開始します。

このコールにより、内部で Pathsend ダイア
ログ API を使用して、データがサーバーに送
信されます。これは、NSJI 構成では、クライ
アントが Pathsend クライアントとして動作
する必要があるためです。

（4） is.read();
このコールはサーバー側で開始します。

このコールにより、確立されている接続で
$RECEIVE からデータが読み取られます。

（5） os.write();
このコールはサーバー側で開始します。

これにより、応答はクライアントに送信され
ます。

（6） is.read();
このコールはクライアント側で開始します。

これにより、応答データが読み取られます。

アーキテクチャー
このセクションでは、java.netパッケージ内のソケット関連のクラスと、java.nio.channelパッケ

ージ内のチャネル関連クラスで、NonStop IPC がどのように動作するかを示します。

注記:

以降のセクションでは、

• ソケットのリファレンスには、NIO ソケットチャネルが含まれ、サーバーソケットのリファレン
スには NIO サーバーソケットチャネルが含まれています。

• NSJI が有効であると想定します。NSJI を有効にする方法について詳しくは、NSJI の有効化
(84 ページ)を参照してください。

java.netパッケージの Socketまたは ServerSocket
NSJ が定義する抽象クラス java.net.SocketImplは、ソケットを実装するすべてのクラスの共通スー

パークラスです。このクラスの具体的な実装が、クライアントとサーバー両方のソケットを作成するため
に使用されます。NSJ は TCP ソケットを作成するためこのクラスの実装を提供しますが、NSJI は
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NonStop IPC ソケットを作成する実装（JISocketImpl）を提供します。マッピングファイルに基づい

て、NSJ は Socketをプレーン TCP にするか NonStop IPC ソケットにするかを決定します。マッピング

ファイルについて詳しくは、マッピングファイル(84 ページ)を参照してください。NonStop IPC ソケッ
トの場合、NSJ は JISocketImplによるソケットを、java.net.SocketImplを実装するクラスとし

て作成します。

次の図は、ソケットオブジェクトの作成を示します。

アプリケーション起動

アプリケーションが
クライアント/サーバーソケットを作成

new Socket(“nonstop.server.com”,8070);

TCPソケット作成を許可する
なし

あり

NSJIライブラリが
NSJIマッピングファイルの中に
ソケットアドレスのエントリが

あるかどうかを調べる

JISocketlmpl as Socketlmpl 
をソケットに作成する 

図 5: java.net.socketを作成する

java.nio.channelsパッケージの SelectableChannels
NSJ はサービスプロバイダーインターフェイス（spi）パッケージ（java.nio.channels.spi）を NIO
で定義します。このパッケージは、抽象クラス SelectorProviderを定義します。このクラスの具体的

な実装は、JVM が SelectableChannelsおよび Selectorのインスタンスを取得するために使用しま

す。NSJI が提供する SelectorProvider実装は、NSJ のデフォルトの SelectorProvider実装を拡

張し、openSelector()、openServerSocketChannel()、および openSocketChannel()メソッド

をオーバーライドします。これらのメソッドは、java.nio.channels.Selector、
java.nio.channels.ServerSocketChannel、および java.nio.channels.SocketChannelの

NSJI 実装を返します。ただし、NSJI 実装クラスには正常な TCP 動作と NonStop IPC 動作を発揮する能
力があります。

82  java.nio.channelsパッケージの SelectableChannels



注記:

• java.nio.channels.GatheringByteChannel.write(ByteBuffer[])は、複数の

ByteBuffers の合計が 53248 バイトを超えると、IOException をスローします。これは、一度に書
き込めるデータが 52 Kb までしかないというファイルシステムの制限によるものです。この制
限に対処するには、Java アプリケーションが 52 Kb より小さい単位でデータを書き込まなけれ
ばなりません。

• 特定のチャネルのインスタンスが、TCP 動作と NonStop IPC 動作のいずかを示すことができま
す。

次の図は、java.nio.SocketChannelを作成する際の流れを示しています。

アプリケーション起動

アプリケーションが
SocketChannel.open()を

呼び出してソケットチャネルを取得

SocketChannelで
NonStop IPCを

TCPの代わりに表示させる

TCP SocketChannel操作を
有効にする

なし

あり

NSJI
ライブラリが、

IPアドレスおよび
ポート番号について

NSJIマッピングファイルに
client_socketエントリが

あるかどうかを
調べる

NSJIライブラリがNSJIの
java.nio.SocketChannel

実装を返す

アプリケーションが
SocketChannel.connect()を

呼び出す

図 6: java.nio.SocketChannelを作成する

セレクター

NSJI ライブラリにより提供される Selector実装は、TCP チャネルのマルチプレクサーだけでなく、

NonStop IPC チャネルのマルチプレクサーの役割もします。
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注記:

プログラマは、新しい API や API の使用方法の変更に対処する必要がありません。この機能により、
プログラマにとっての透明性が維持されます。

NSJI の有効化

NSJI は ji.jarおよび libji.soから構成されています。ファイルは、$JAVA_HOME/jre/lib、
$JAVA_HOME/jre/lib/oss、および$JAVA_HOME/jre/lib/oss64フォルダーに存在します。

環境変数 JI_ENABLEが true に設定されていれば、NSJI 機能は有効になっており、ji.jarファイルが

bootclassloaderによってロードされます。たとえば、> export JI_ENABLE=trueコードを使用

すれば、OSS プロンプトで NSJI を有効にすることができます。

デフォルトでは、NSJI 機能は無効です。NSJI を有効にしても、ソケットまたはチャネルは、NonStop IPC
を通信に使用できる状態にはなりません。NonStop IPC を使用するためのソケットやチャネルの有効化
は、マッピングファイルで定義されます。

マッピングファイル

NSJI ライブラリはロードされると、マッピングファイルを検索してどのソケットとチャネルが NonStop
IPC を使用するかを調べます。マッピングファイルには<スペース>で区切られたキー値のペアが含まれ
ています。

NSJI ライブラリはマッピングファイルを次の順序で検索します。

1. Java システムプロパティ：NSJI ライブラリはシステムプロパティを名前 ji.mapping.fileで検索

します。

例：java -Dji.mapping.file=/usr/home/ji.prop
2. 環境変数 JI_MAPPING_FILE。次に例を示します。

export JI_MAPPING_FILE=/usr/home/ji.prop
値は、マッピングファイルへの絶対パスおよび相対パスのどちらでも構いません。パスは、現在の作業デ
ィレクトリ（CWD）と相対したパスです。

キー

マッピングファイルのキーには 3 つの部分が含まれます。形式は{client_socket|
server_socket}-<host name>:<port number>です。

このとき、client_socket | server_socketは、クライアントソケットのエントリーかサーバーソ

ケットのエントリーかを示します。キーが client_socket文字列で始まる場合、NSJI ライブラリはク

ライアントソケットのマッピングであると想定します。キーが server_socket文字列で始まる場合、

NSJI ライブラリはサーバーソケットのマッピングであると想定します。hostname client_socketの

場合、ホスト名はソケットが接続しようとしているあて先アドレスを示します。server_socketの場

合、ホスト名はソケットがバインドしようとしているアドレスを示します。ホスト名の値は
address.getAddress().getHostName()の出力であり、アドレスがクラス

java.net.InetSocketAddressのインスタンスです。port number client_socketの場合、これ

はクライアントソケットの接続先のポート番号です。server_socketの場合、これはサーバーソケット

がバインドするポートです。

値

マッピングファイルの中の値には、クライアントソケットの接続先（スタンドアロンプロセスまたは TS/
MP サーバークラス）に関する情報と、サーバーソケットが新しい通信の接続とモードを受け入れるため
に評価する条件が含まれます。マッピングのキーにはクライアントおよびサーバーソケット両方にとっ
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ての共通形式がありますが、value の形式は異なります。値は、name=value ペアのセットが:（コロン）

で区切られています。

次の表は、クライアントソケットに関連するすべての属性を示します。一部の属性は Pathsend IPC に関
連していますが、他の属性にはファイルシステム IPC に関連しているものもあります。すべての属性名と
値では大文字と小文字が区別されます。

表 10: クライアントソケットに関連する属性

属性名 デフォルト値 必須 Pathsend
IPC に関連

ファイルシ
ステム IPC
に関連

ノード

サーバープロセスを実行している
NonStop ノードの名前。

例：node=GANESH

なし いいえ はい はい

process_name
サーバープロセスの名前 値に$を付けて

はいけません。

例：process_name=SERV

なし はい 該当せず はい

open_qualifier
長さが 7 文字の英数字文字列です。修飾
子を使用して接続を一意に識別します。
サーバーは、修飾子の値に基づいて接続を
識別し、受け入れます。

使用する値がわからない場合は、デフォル
ト値を受け入れるようにすることをお勧
めします。

例：open_qualifier=CLI ;
open_qualifier=JMX ;
open_qualifier=A1234
修飾子について詳しくは、Guardian
Procedure Calls Reference Manual の
File Name and Process Identifiers のセク
ションを参照してください。

文字 Q のプレフィ
ックスが付いたポー
トの値。

例：
open_qualifier=
Q7654

いいえ 該当せず はい

mode
この属性は、通信のモードを示します。値
は REQUEST_RESPONSE と
BI_DIRECTIONAL のいずれかです。

モードについて詳しくは、通信のモード
(91 ページ)を参照してください。

BI_DIRECTIONAL いいえ はい はい

表は続く

NonStop Server for Java インフラストラクチャ 85



属性名 デフォルト値 必須 Pathsend
IPC に関連

ファイルシ
ステム IPC
に関連

pathmon
サーバークラスが構成されている
Pathmon の名前です。Pathmon の名前に
は$がありません。

例：pathmon=PMON ; pathmon=PROD

なし はい（ドメ
イン属性が
記載されて
いない場
合）

はい 該当せず

serverclass
Pathsend IPC ソケットが通信する相手の
サーバークラスの名前です。

例：serverclass=APP-SERVER ;
serverclass=LOGIN-SRV

なし はい はい 該当せず

pathsend_qualifier
この属性の値は、サーバーが Pathsend
IPC ソケットからの接続を受け入れるた
めに使用します。

文字 Q のプレフィ
ックスが付いたポー
トの値。

例：
pathsend_qualif
ier=Q6547

いいえ はい 該当せず

domain2

TS/MP ドメインにサーバークラスが構成
されている場合、値はドメイン名です。

なし はい
（Pathmon
属性が記載
されていな
い場合）

はい 該当せず

2 Pathmon またはドメインのどちらかを記載する必要があります。両方を記載することはできません。

次の表は、サーバーソケットに関連するすべての属性を示します。
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表 11: サーバーソケットに関連する属性

属性名 デフォルト値 必須

pathsend_qualifier
サーバーソケットは、
pathsend_qualifierの値に基づいて

新しい接続を受け入れます。

使用する値がわからない場合は、デフォル
ト値を受け入れるようにすることをお勧
めします。

詳しくは、接続の確立(91 ページ)を参照
してください。

文字 Qのプレフィックスが

付いたポートの値。

例：
pathsend_qualifier=Q6
547

いいえ

open_qualifier
サーバーソケットは、open_qualifier
の値に基づいて新しい接続を受け入れま
す。

使用する値がわからない場合は、デフォル
ト値を受け入れるようにすることをお勧
めします。

詳しくは、接続の確立(91 ページ)を参照
してください。

文字 Qのプレフィックスが

付いたポートの値。

例：
open_qualifier=Q6547

いいえ

例

client_socket-lab.ind.hp.com:9080 process_name=MRSS
これは、lab.ind.hp.com およびポート 9080 に接続しようとしているクライアントソケットがプロセスに、
クライアントと同じノードで実行中の名前 MRSS で内部接続し、BI-DIRECTIONAL 通信を確立すること
を意味します。

server_socket-0.0.0.0:9080
これは、任意の TCP インターフェイス（0.0.0.0）とポート 9080 で接続をリスンしているサーバーソケッ
トが、オープン修飾子が Q9080 の$RECEIVE のファイルオープンを内部リスンするか、Q9080 の
Pathsend 修飾子で始まる新しいダイアログを内部リスンすることを意味します。接続がどのように確立
されるかについて詳しくは、接続の確立(91 ページ)を参照してください。

client_socket-prod.com:8083 pathmon=PROD:serverclass=LOGINSVC
これは、prod.com およびポート 8083 に接続しようとしているクライアントソケットが、Pathmon PROD
でサーバークラス LOGINSVC のインスタンスとの接続を内部で確立することを意味します。確立される
接続は BI-DIRECTIONAL 通信です。Pathmon は、クライアントと同じノードで実行している必要があり
ます。

Java インフラストラクチャのインストール
このセクションでは、NSJI のインストールと構成について説明します。
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インストール要件

• NSJI は、L16.05 以降の RVU で動作している NonStop システムにのみインストールできます。

• ソフトウェア要件には、NSJI をインストールするための必須ソフトウェアの以前の互換性のあるバー
ジョンが一覧表示されています。

• NSJI 製品のソフトウェアドキュメントにはソフトウェア要件が記載されているので、製品をインスト
ールする前にソフトウェアドキュメントをご覧ください。

インストール前のタスク

NSJI（T2966L70）で選択したインストールディレクトリには、32 ビットおよび 64 ビットの NSJ8 が含
まれている必要があります。

NSJI のインストール

32 ビットおよび 64 ビット NSJI のインストールは 2 ステップのプロセスであり、次のトピックで説明さ
れています。

1. DSM/SCM を使用した、NonStop システム上での新しいソフトウェアの配置(88 ページ)
2. 正確な場所への PAX ファイルの内容のコピー(88 ページ)

重要:

32 ビット NSJI を使用する予定の場合は、32 ビット NSJI のインストールで十分です。NSJI によっ
て提供される 64 ビット機能を使用する予定の場合は、32 ビットと 64 ビットの両方の NSJI をイン
ストールする必要があります。

DSM/SCM を使用した、NonStop システム上での新しいソフトウェアの配置

注記:

以下の手順は、32 ビットと 64 ビット両方の NSJI に適用されます。

• ディスクまたはテープの SPR を受け取ります。

• SPR を、更新したいソフトウェア構成の新しいリビジョンにコピーします。

• 構成リビジョンをビルドして適用します。

• ZPHIRNMを実行して名前の変更手順を実行します。

DSM/SCM が paxファイルを$tsvvol.ZOSSUTLサブボリュームに置きます。tsvvolは DSM/SCM が

ターゲットサブボリューム（TSV）を置くディスクボリュームです。

詳しくは、DSM/SCM User's Guide を参照してください。

注記:

NSJI のインストールではシステム世代を必要としないため、コールドロードは不要です。

正確な場所への PAX ファイルの内容のコピー

これは、以下のいずれかの手順を使用して行われます。

1. DSM/SCM プランナーインターフェイスで Manage OSS Files チェックボックスにチェックを付けま
す。

この方法を使用して、NSJI は、32 ビットおよび 64 ビットの両方の NSJI のデフォルトまたは標準の
場所にインストールされます。

88  インストール要件



/usr/tandem/nssji
2. Manage OSS Files にチェックが付いていない場合、DSM/SCM は PAX ファイルを TSV
（$tsvvol.ZOSSUTL）に配置します。次に、PINSTALL を手動で使用して、paxファイルの内容を、

32 ビットおよび 64 ビット NSJI 用の NSJI インストールディレクトリに抽出する必要があります。

PINSTALL について詳しくは、DSM/SCM User's Guide を参照してください。

PINSTALL を使用した場合、32 ビットおよび 64 ビット NSJI を、標準の場所か選択したディレクトリ
のどちらかにインストールすることが可能です。以下の手順でも、同じ操作を行えます。

a. 標準の場所に NSJI をインストールするには、TACL プロンプトに次のコマンドを入力します。

TACL> PINSTALL -rvf /G/tsvvol/zossutl/T2966PAX
                  
PINSTALL は、次の場所にある OSS ディレクトリに T2966PAX の内容を提供します。

/usr/tandem/nssji
                  

注記:

PINSTALL コマンドを発行するユーザー ID は、/usr/tandemへの書き込みアクセスが必要

です。

b. 以下の手順は、選択したディレクトリに NSJI をインストールできます。-sオプションを付けて

PINSTALL を使用し、TACL プロンプトに次のコマンドを入力します。

TACL>
PINSTALL -s:/usr/tandem:<install-dir>:-rvf /G/tsvvol/zossutl/T2966PAX
                  
PINSTALL は、次の場所にある OSS ディレクトリに T2966PAX の内容を提供します。

<install-dir>/nssji
                  
例を参照してください

h/myjavaの場所に製品をインストールするには

TACL プロンプトに次のコマンドを入力します。

TACL>
PINSTALL -s:/usr/tandem:/h/myjava: -rvf /G/tsvvol/zossutl/T2966PAX
        
PINSTALL は、次の場所に T2966PAX の内容を提供します。

/h/myjava/nssji
        

NSJI インストールの検証

インストールした NSJI（32 ビットおよび 64 ビット）ソフトウェアの場所をシステム管理者と確認し、
インストールファイルと環境を検証します。この例では NSJI が L シリーズの標準以外の場所である/
home/lee/nssjava/jdk180_l80ディレクトリにインストールされているものとします。

注記:

オペレーティングシステムの要件について詳しくは、T2966L80 ソフトウェアドキュメントファイル
を参照してください。
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Java インフラストラクチャ（NSJI）のバージョンを確認するために vprocコマンドを入力すると、

NSJI ライブラリファイルの製品バージョンと、NSJI ライブラリでバインドされている製品が表示され
ます。

バージョン識別子は、次の形式です。

T2966Hnn
H シリーズおよび J シリーズの RVU で表示される vprocの例：

Version procedure: T2966H80_23JAN2017_AAJ...
L シリーズの RVU で表示される vprocの例：

Version procedure: T2966L80_23JAN2017_AAH...

NSJI のディレクトリ構造

NSJI は、T 番号が T2966H80/T2966L80 の別製品として利用できます。デフォルトでは、NSJI は/usr/
tandem/nssji/の場所にインストールされます。NSJI には、次のコンポーネントが含まれています。

表 12: ディレクトリの内容

サブディレクトリ 内容

$JI_HOME/lib/ji8/ji.jar NSJ8 に対応する jar ファイル。

$JI_HOME/lib/oss/libji.so 32 ビットおよび 64 ビットバージョンのネイティ
ブライブラリ。$JI_HOME/lib/oss64/libji.so

$JI_HOME/demo 新しい Ddl2Bean デモファイルを含む、関連デモフ
ァイルがすべて含まれます。

$JI_HOME/COPYRIGHT 著作権情報ファイルが含まれます。

$JI_HOME/LICENSE ライセンス情報ファイルが含まれます。

Ddl2Bean の一部として、以下のファイルとディレクトリが作成されます。

$JI_HOME/bin Ddl2Bean ツールの実行に必要なスクリプトで構成
されます。

$JI_HOME/conf ログおよびデータマッピング構成ファイルで構成
されます。

$JI_HOME/docs Ddl2Bean IO API の HTML ドキュメントで構成さ
れます。

$JI_HOME/lib コード生成と Ddl2Bean I/O の JAR ファイルで構
成されます。

$JI_HOME/lib/libddl2bean.so コード生成のためのネイティブライブラリで構成
されます。

注記:

T2966DOC PAX ファイルがDdl2Bean の HTML ドキュメントをインストールします。
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接続の確立
すでに説明したように、NonStop IPC クライアントソケットは、FS API か Pathsend API のいずれかを使
用してサーバーにデータを送信します。ただし、データを送信する前に、クライアントは、サーバープロ
セスを明示的に開いて接続を確立するか、Pathsend ダイアログから接続を確立する必要があります。

当然ながら、サーバーソケットは適切な接続だけを受け入れる必要があります。1 つのサーバープログラ
ムが、NonStop IPC サーバーソケットとして構成されている複数のサーバーソケットを使用することがあ
ります。この場合、各サーバーソケットが$RECEIVE にアクセスし、それぞれに関連した接続を受け入れ
ます。

すべてのサーバーソケットは同じ$RECEIVE から読み取るので、サーバーソケットに接続を受け入れられ
るようにするためにクライアントソケットが自身を識別するメカニズムが必要になります。
open_qualifierと pathsend_qualifierの属性が、ソケットの識別情報を確立し確認する場合に役

立ちます。

クライアントソケットがサーバープロセスを開くと、open_qualifier属性の値は qualifier-1 として使

用され、プロセス名を構築します。qualifier-1 について詳しくは、Guardian Procedure Calls and
Reference Manual の付録 D の Process File Names and Named Processes を参照してください。

クライアントソケットが TS/MP サーバークラスとの接続を確立する必要がある場合、
pathsend_qualifierがダイアログ開始コールのメッセージとしてサーバーに送信されます。

接続をリスンしているサーバーソケットは、新しく開く場合は qualifier-1 の値を探し、新しいダイアログ
接続の場合はダイアログ開始コールのメッセージを探して、新しい接続を識別し確認します。

このセクションでは、クライアントとサーバーが、識別子を使用して識別情報を交換することにより、通
信のチャネルを作成する方法について説明します。以下のセクションでは、単一チャネルだけでは十分で
はなく、さらにもう 1 つの通信チャネルを確立する必要がある理由について説明します。

通信のモード
NonStop の従来の IPC では、リクエスト - レスポンスモードの通信が可能です。ここでは、クライアント
がメッセージを送信し、サーバーはメッセージに応答します。サーバーは、クライアントに未承諾メッセ
ージを送信できません。この通信モードを REQUEST-RESPONSE と呼びます。

TCP 通信の場合、接続が確立されると、参加しているソケット間でデータを自由に交換できます。このモ
ード通信は、BI-DIRECTIONAL 通信と呼ばれます。

NonStop IPC ソケットは両方の通信モードをサポートしており、デフォルトは BI-DIRECTIONAL です。

BI-DIRECTIONAL モード

BI-DIRECTIONAL 通信をサポートするため、クライアントは接続の確立時に、サーバープロセスを開くこ
とで 2 番目の通信チャネルを確立します。2 番目のチャネルは、いつでも、サーバーからクライアントに
データを送信できる状態になっています。これは、サーバーがダミーメッセージへの応答の形式でクライ
アントにデータを送信できるように、ダミーメッセージをサーバーに送信することで、NSJI ライブラリ
により内部で実現されます。

注記:

2 つのチャネルは、C2S（クライアントツーサーバー）と S2C（サーバーツークライアント）とい
う用語で呼ばれています。

次の図は、BI-DIRECTIONAL モードで名前付きプロセスとの接続の確立に関連したイベントを示します。
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connect ( )

(1) サーバーを開く（C2S）
クライアント

アプリケーション
サーバーアプリケーション

(2) サーバーを開く（S2C）

(3) ダミーメッセージ（S2C）

図 7: BI-DIRECTIONAL モードで名前付きプロセスとの接続を確立するイベント

次の図は、BI-DIRECTIONAL モードで TS/MP サーバークラスとの接続の確立に関連したイベントを示し
ます。

connect ( )

(1) ダイアログ開始

クライアント
アプリケーション

サーバーアプリケーション

(1a) プロジェクト情報で応答

(2) サーバーを開く（S2C）

(3) S2CでダミーMSG

図 8: BI-DIRECTIONAL モードで TS/MP サーバークラスとの接続を確立するイベント

2 番目の通信チャネルは、サーバープロセスを開くことで確立されることに注意する必要があります。サ
ーバープロセスが TS/MP サーバークラスである場合、サーバープロセスを開くために必要な情報が、1
番目のチャネルの確立中にクライアントに送信されます。

リクエスト-レスポンスモード

リクエストレスポンスモードは単純で、1 つのチャネル C2S だけを必要とします。クライアントがこのモ
ードで動作するように構成されるのは、主に NSJI 以外のサーバーと通信するときです。同様に、サーバ
ソケットがこのモードで動作するように構成されるのは、NSJI 以外のクライアントと通信するときです。

NSJI 以外のコンポーネントとの通信
場合によっては、NSJI クライアントがレガシーサーバーと通信したり、レガシアプリケーションが NSJI
サーバーと通信したりすることが必要になります。このような場合、レガシーアプリケーションを変更す
ることは不可能で、NSJI コンポーネントがレガシーコンポーネントと通信できることが必要です。以降
のサブセクションでは、NSJI コンポーネントがレガシーコンポーネントと対話する方法について説明し
ます。

レガシー TS/MP サーバークラスを使用した NSJI クライアントでコンテキスト
フリー通信

マッピングファイルのクライアントソケットは、属性 pathsend_qualifierを**CONTEXT-FREE**に
設定して構成する必要があります。

たとえば、pathsend_qualifier=**CONTEXT-FREE**です。

接続操作中は内部で操作が行なわれません。クライアントアプリケーションが flush メソッドをソケット
の出力ストリームで呼び出すか、write メソッドを NIO チャネルで呼び出すと、データがサーバーへ
SERVERCLASS_SEND_コールを通じて送信されます。サーバーからの応答は、ソケットの入力ストリーム

または NIO チャネルの読み取りメソッドを通じて読み取ることができます。

サーバーに送信できるデータの量は、ソケットの内部バッファーサイズによって決まることに留意する必
要があります。TS/MP バージョンが大容量データ転送をサポートしている場合は、サーバーに送信でき
る 大データは 2 MB です。サポートしていない場合、データ転送上限は 32 KB です。
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レガシー TS/MP サーバークラスを使用した NSJI クライアントでダイアログベ
ース通信

マッピングファイルのクライアントソケットは、属性 pathsend_qualifierを**CONTEXT-
SENSITIVE**に設定して構成する必要があります。

たとえば、pathsend_qualifier=**CONTEXT-SENSITIVE**のようになります。

接続操作中は内部で操作が行なわれません。クライアントアプリケーションは、出力ストリームを介し
て、または NIO チャネルの書き込みメソッドを通じてあらゆる量のデータを書き込むことができます。ソ
ケットの内部バッファーがいっぱいになると、一度はダイアログ開始コールの呼び出しを通じて、そのあ
とはダイアログ送信コールを通じて、データがサーバークラスへ送信されます。ダイアログ API の、クラ
イアントアプリケーションが flush を明示的に呼び出すまでのすべての呼び出しでは、MAX_REPLY_LEN
属性が 0 に設定されています。これは、メッセージ転送が不完全であることをサーバーに知らせます。
flush の起動時、残りのデータがサーバーに送信され、ダイアログ API の MAX_REPLY_LEN属性が 0 より

大きな正の値に設定されています。この値は、ソケットの受信バッファーのサイズと同じです。サーバー
はファイルシステムコード FECONTINUE (70)を使用して、データ転送が不完全だったことを示すことが
できます。受信したファイルシステムコードが 70 の場合、NSJI ライブラリはダイアログを開いたままで
維持します。コードが 0 の場合はダイアログを終了し、ファイルシステムコードが 0 または 70 以外の場
合は、ダイアログボックスを中断します。

NSJI サーバーを使用したレガシークライアント

レガシークライアントが NSJI サーバーと通信したいときは、マッピングファイル内のサーバーソケット
構成で pathsend_qualifierが**ANY-DIALOG**に設定されていて open_qualifierが**ANY-
QUALIFIER**に設定されている必要があります。

たとえば、pathsend_qualifier=**ANY-DIALOG**と open_qualifier=**ANY-QUALIFIER**で
す。

この構成のサーバーソケットにより新規ソケットが作成されるオープンファイル、コンテキストフリーメ
ッセージ、あるいはダイアログメッセージは、他のサーバーソケット定義により処理されません。これら
の一意の修飾子の値で定義されたサーバーソケットは 1 つしかありません。

クライアントが大量のデータを転送したい場合（転送に使用される API コールの呼び出しごとに許可され
るより大量）は、API コールの MAX_REPLY_LEN属性を 0 に設定します。NSJI ライブラリはこの値を認

識すると、さらに多くのデータ転送が行われることを想定します。
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DDL to Java Bean
DDL to Java Bean には、言語間で相互運用するために、さまざまな形式で DDL を表現および使用できる
機能が用意されています。これは、簡易版の仮想ディスク用 DDL to Java であり、多くの機能を備えてい
ます。

DDL コマンドは、DDL 定義のコンパイルと、NonStop プラットフォームでのディクショナリファイルの
生成に使用できます。Ddl2Bean CLIツールは、ディクショナリファイルを読み取り、注釈を含む 1 つ

または複数の Java Bean を生成します。Ddl2Bean CLIツールは、ディクショナリファイルを読み取り、

ディクショナリを表現する XML ファイルを生成し、その XML ファイルが解釈されて実際の Java ソース
コードが生成されます。この中間 XML ファイルにより、DDL を他のさまざまな言語に簡単に変換するこ
とができます。

この章では、以下のように想定しています。

• グループまたはフィールドは、DDL のグループまたはフィールドの定義を指します。

• 要素または属性は、中間 XML ファイルの XML 要素または属性を指します。

• Bean またはプロパティは、Java Bean クラスとそのプロパティを指します。

• 注釈または属性は、Java の注釈とその属性を指します。

前提条件
• Ddl2Bean を使用するための 小の Java バージョンは、NonStop Server for Java 8.0 です。

• 小の SUT バージョンは、NonStop L シリーズの場合は L16.05 で、J シリーズの場合は J06.20 です。

コード生成

DDL 定義

DLL の次の定義が、Java Bean の生成にサポートされています。

• フィールド定義

• グループ定義

• 参照定義

• レコード

• 列挙

注記:

図や例では、読みやすくするため、注釈と getter または setter メソッドは、一部の例で省略されて
います。

フィールド定義

フィールド定義は、1 つのフィールドを定義します。Ddl2Bean は、同じクラス名とフィールド名の単一
の Java Bean を生成します。

例：

DEF company-name TYPE CHARACTER 30 NULL 0.
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生成された Java Bean には、CompanyName.javaとしてのクラス名と、文字列データタイプとしての単

一フィールド companyNameが含まれています。フィールドとクラスの名前は、命名規則のメカニズム

(107 ページ)に記載されている規約を使用して生成されます。

public class CompanyName implements Serializable {

private String companyName;

public CompanyName(){
}

public String getCompanyName() { return companyName;}
public void setCompanyName(String param1) { this.companyName=param1;}

}

グループ定義

グループ定義は、フィールドのグループまたはグループのグループを定義します。Ddl2Bean は、すべて
のフィールドを属性にマッピングして、すべてのグループに対して Java Bean を生成します。グループ内
のサブグループは、個別の Java Bean にマップされ、メインの Java Bean でプロパティと呼ばれます。

例：

DEF address.
03 street-address.
05 street-no PIC X(8).
05 street PIC X(12).
05 apt-no PIC X(4).
03 city PIC X(14).
03 state-cd PIC X(2).
03 zip PIC X(5).END.
生成された Java Bean には、次のプロパティを含む Address.javaと StreetAddress.javaの 2 つの

クラスが含まれています。

Public class Address implements Serializable {

private StreetAddress streetAddress;
private String city;
private String stateCd;
private String zip;
}
and

Public class StreetAddress implements Serializable {

Private String streetNo;
Private String street;
Private String aptNo;
}
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参照定義

参照定義文は、既存の定義を、新しい名前と別のフィールド名でコピーします。Ddl2Bean は、Java Bean
を新しい名前と新しいプロパティセットで生成します。

例：
DEF phone1. 
03 area-cd PIC 9(3).
03 prefix PIC 9(3).
03 numb PIC 9(4).
END. ! Period is optional

DEF home_phone TYPE phone1
HEADING "Employee/Home Phone".
生成される Java bean は次のようになります。

public class Phone1
    implements Serializable
{

    private String area_Cd;
    private String prefix;
    private String numb;
....
}
public class Home_Phone
    implements Serializable
{

    private Phone1 home_Phone;
.....
}

レコード

レコードは、すでにインラインで定義または組み込まれている定義を参照しているディスクファイルレコ
ードを表します。DDL2Bean は、定義と類似したレコードを解釈します。

例：

definition employee-def.
02 employee-number pic 9999.
02 empname.
03 first pic x(20).
03 last pic x(30).
03 middle pic x.
02 regnum pic 99.
02 branchnum pic 99.
end

record employee.

ile is employ key-sequenced.
02 employ type employee-def.
key is employee-number duplicates not allowed.
end

96  参照定義



生成される Java Bean は次のとおりです。

Public class Employee implements Serializable {

    private EmployeeDef employ;
    
    …
}

public class EmployeeDef implements Serializable {

    private String employeeNumber;
    private Empname empname;
    private String regnum;
    private String branchnum;

    …

}

public class Empname implements Serializable {

    private String first;
    private String last;
    private String middle;

    …
}

列挙

列挙は、フィールドに関連付けられる表示名を含んだ一連の有効な値を表します。Ddl2Bean は、表示さ
れた名前に対して同等の Java 列挙を生成します。

DEF status TYPE ENUM BEGIN.
89 no-error.
89 read-error.
89 write-error VALUE 3.
END.
生成される Java Bean は次のとおりです。

public enum Status {

    NO_ERROR(0),
    READ_ERROR(1),
    WRITE_ERROR(3);
    private final Integer value;

    Status(Integer value) {
        this.value = value;
    }

    public Integer value() {
        return value;
    }

}
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DDL がどのように XML および Java Bean にマッピングされるかを示した例については、DDL 句の例
(145 ページ)を参照してください。

DDL ディクショナリ

Ddl2Bean は、DDL および DDL2 の両方のディクショナリをサポートしています。DDL および DDL2 ディ
クショナリについて詳しくは、Data Definition Language (DDL) Reference のマニュアルを参照してくだ
さい。Ddl2Bean は、データ定義言語（DDL）ディクショナリファイルからのデータ説明の入力ごとに
Java ソースファイルを生成し、必要に応じてコンパイルします。

注記:

コンパイル機能が正しく動作するために、NSJ8 がインストールされており、環境変数 JAVA_HOME
がインストールパスに設定されていることを確認してください。また、システム PATHには javac
コマンドが含まれている必要があります。

DDL オブジェクト、要素、およびテキスト項目を取得するために、次のディクショナリファイルが読み込
まれます。

DICTDDF

ディクショナリ定義ファイル（DICTDDF）には、1 つの定義ファイル（DDF）レコードが含まれてい
ます。

DICTOBL

ディクショナリオブジェクトビルドリスト（DICTOBL）には、ディクショナリ内のそれぞれの定義ま
たはレコードの要素ごとに 1 つのオブジェクトリスト（OBL）レコードが含まれます。各レコードに
は、1 つの要素の構造と属性が記述されています。

このディクショナリは、DDL 定義内の要素情報を取得するために読み取られます。

DICTODF

ディクショナリオブジェクト定義ファイル（DICTODF）には、ディクショナリのオブジェクトごとに
1 つのオブジェクト定義ファイル（ODF）レコードが含まれています。各レコードは一意の番号でオ
ブジェクトを識別し、その番号をオブジェクトのタイプと名前に関連付けます。

DICTOTF

ディクショナリオブジェクトテキストファイル（DICTOTF）には、各テキスト項目に関連付けられた
テキストの行ごとに 1 つのオブジェクトテキストファイル（OTF）レコードが含まれています。各レ
コードは、DICTODF および DICTOBL ファイル内のフィールドにテキストを関連付けるために使用で
きる一意のテキスト ID コードで、テキストを識別します。

DICTRDF

ディクショナリレコード定義ファイル（DICTRDF）には、ディクショナリ内のレコードごとに 1 つの
レコード定義ファイル（RDF）レコードが含まれています。各 RDF レコードは、レコードとその定
義、ファイル名、およびファイルタイプを識別します。

すべてのレコードと定義を含む詳細なリストは繰り返され、Java Bean の作成に必要なこの RECORD ま
たは DEFINITION 内の要素は、XML ドキュメントに集約されます。

前述の情報はディクショナリファイルから取得され、中間 XML ファイルが作成されます。XML ドキュメ
ントのルートは<DdlElement>です。DDL で定義されているすべてのグループは<ClassElement>に
カプセル化されています。ディクショナリファイルから読み取られた各レコードは、
<AttributeElement>にカプセル化されます。<ClassElement>の 初の<AttributeElement>に
は、グループ自体の情報が含まれます。すべての情報が Java Bean の作成に使用されるわけではありませ
ん。Java Bean のプロパティの解釈に必要な情報は注釈として生成されます。これらの XML 要素から変
換された注釈のデフォルトのリストは、Java Bean の注釈(105 ページ)に詳しく記されています。
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XML 要素 説明

qual_name DDL に定義されたこのグループまたはフィールド
の修飾名を含みます。修飾名は、Ddl2Bean によっ
て自動生成され一意性を確保します。通常これは、
DDL に定義されているこのグループまたはフィー
ルドの名前ですが、いくつかの例外があります。

たとえば、名前のない複数のフィラーがグループ内
で定義されている場合、この XML 要素には filler1、
filler2 というように自動生成された名前が付けられ
ます。

qual_name_length 修飾名の長さを含みます。

qualified_name_required_flag ASCII 文字を含みます。

• Y（はい）：DDL の行項目が local_nameを使用

する場合。

• N（いいえ）：qual_nameを使用する場合。

identifier_element オブジェクト内の各フィールドを識別するシーケン
ス番号（IDENTIFIER.ELEMENT）。

obj_class このグループまたはフィールドをグループまたは基
本フィールドとして記述するインジケーター。これ
は、

グループフィールドの場合は 0、基本フィールドの
場合は 1 です。

local_name このグループまたはフィールドの名前を含みます。
このフィールドには ASCII 文字を 30 文字まで含め
られます。

level 定義全体のレベルを基準としたこのグループまたは
フィールドのレベル番号。

parent_occurs_flag このグループまたはフィールドの親が複数回発生し
た場合。

interval_leading_precision SQL INTERVAL 行項目の開始フィールド精度とし
て指定されている有効桁数を含みます。データタイ
プ SQL INTERVAL の行項目だけがこのフィールド
を使用します。有効な範囲は 1 から 18 です。

scale 数値フィールドのスケール係数。スケールは、暗黙
の小数点の右側にある桁数と同じです。

filler フィラー（重要でないデータ）として使用されるバ
イト数。

表は続く
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occurs_max このグループまたはフィールドが発生した回数。デ
フォルト値は 1 です。

要素が OCCURS max TIMES句で説明されている場

合、このフィールドには 大値が含まれます。

occurs_element OCCURS DEPENDING ONフィールド名句でのフィ

ールドの要素番号。このフィールドは整数です。

DEPENDING ON句がない場合、値は 0 です。このフ

ィールドは DDL と COBOL ソースにのみ関連しま
す。Ddl2Bean はこのデータを解釈しません。

element_redefined この要素が別の要素を再定義する場合、この行項目
が再定義するグループまたはフィールドの番号。

element_size このフィールドの発生ごとのバイト数。

offset バイナリ形式のレコードまたは定義における開始バ
イトの位置。

structure この要素が基本フィールド（OBJ-CLASS=1）である

場合、そのストレージ構造を識別するフィールド。

これは、フィールドのデータタイプです。

sqlnullable_flag ASCII 文字を含みます。

• Y（はい）：行項目が SQL ヌル可能な場合。

• N（いいえ）：行項目が SQL ヌル可能でない場
合。

このフィールドのデフォルト値は N です。

このフィールドは、Ddl2Bean に関連していません。

bit_offset 2 バイトワードでのビットの開始位置を含みます。
２バイトワードは、バイトアレイでの offset 位置か
ら開始します。

ビットマップではない項目の場合、ビットオフセッ
ト値は 0 です。ビットマップ項目の場合、ビットオ
フセット値は 0 から 15 です。

field_align 項目を保存するときに使用される配置方法を含みま
す。デフォルトでは、C00CALIGN が使用されます。

bit_length 現在の項目のビット長を含みます。ビットマップで
はない項目の場合、ビット長は 8 の倍数です。ビッ
トマップ項目の場合、ビット長は 1 から 15 の値で
す。

source_def このフィールドには、フィールドの定義タイプが含
まれます。

表は続く
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user_defined_filler ASCII 文字を含みます。

• Y（はい）：このフィールドが、DDL 定義内のユ
ーザー定義の FILLER フィールドであることを
示します。

• N（いいえ）：これが重要な有効フィールドであ
ることを示します。

is_ddl_filler このフィールドは、DDL コンパイラがレコードの配
置用のフィラーを追加したかどうかを示す情報を含
みます。ASCII 文字を含みます。

• Y（はい）：この項目が DDL コンパイラフィラー
であることを示します。

• N（いいえ）：この項目が DDL コンパイラフィラ
ーではないことを示します。

ddl_pic_text DDL 定義で使用される画像パターンを含みます。

ddl_comment DDL 定義に関連付けられたコメントを含みます。

ddl_value_len DDL 定義に関連付けられた値（存在する場合）の長
さを含みます。

ddl_value_text DDL 定義に関連付けられた初期値を含みます。

Java Bean に変換する必要がある DDL の場合、ディクショナリファイルを作成する必要があります。

単純な DDL empddl
?dict $DATA06.EMPD !

DEF emp_info.
02 employee.
03 last-name PIC X(10).
03 first-name PIC X(20).
END
次のコマンドを使用して、DDL 内の?dict文で指定された位置に DDL 用のディクショナリファイルを作

成します。

gtacl –p ddl < empddl
ディクショナリファイルは、/G/data06/EMPDに作成されます。

CLI

Ddl2Bean
構文

ddl2bean [-c] [-h] [-v] [-r] [-x] {-s|S} dictionaryPath {-p package-name [-d
source-path] }
オプション
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-c
指定した DDL レコードまたは定義に対して生成されたすべての.javaソースファイルを Ddl2Bean
でコンパイルします。

-h
Ddl2Bean コマンド使用法のメッセージを出力して終了します。

-v
ディクショナリの処理中に詳細情報を Ddl2Bean で出力します。

-r
このオプションを指定すると、Java Bean の生成後も中間 XML ファイルが保持されます。デフォルト
では、中間 XML ファイルは Bean の生成後に削除されます。

-x
Java Bean で XML のすべての属性について注釈を生成します。デフォルトでは、必要な注釈だけが
Java Bean で生成されます。

-sディクショナリパス

DDL ディクショナリは Guardian 名前空間に存在しているので、データの説明を検索する DDL ディク
ショナリを見つけるために、Ddl2Bean で使用するパスを指定します。ディクショナリパスは次の
OSS 形式を使用して入力する必要があります。

/G/volume/subvolume
-SXML ファイルまでの絶対パス

XML ファイルまでの OSS 絶対パスを指定します。Java Bean は、ディクショナリではなく XML ファ
イルから生成されます。

Ddl2Bean では、今後使用できるように中間 XML ファイルを保持できます。このオプションを使用す
ると、このような XML ファイルから Bean を生成できます。XML ファイルは、同じバージョンの
Ddl2Bean から生成する必要があります。

-pパッケージ名

生成された Java ソースコードのパッケージ文で使用する名前を指定します。package-nameは、

Oracle が提案した一意のパッケージ命名方式に従う必要があります。

-dソースパス

Ddl2Bean が Java ソースファイルの作成に使用するパスを指定します。デフォルトのパスは、
Ddl2Bean を実行するディレクトリです。

-dソースパスで使用されるディレクトリは、Ddl2Bean を実行する前に作成する必要があります。

binフォルダーに置かれている Ddl2Bean シェルスクリプトで Java コマンドの-d CLI 引数を使用し

て、次のプロパティを設定できます。

• com.hp.nonstop.ddl2bean.sensitive
このプロパティが存在している場合、コード生成ツールは、特殊文字のハイフン（-）とアンダー
スコア（_）を保持します。ただし、ハイフンはアンダースコアに変換されます。

• com.hp.nonstop.ddl2bean.prefix
値はアルファベット文字列にすることができます。このプロパティは、生成されたすべての Java
クラスおよびインターフェイスの名前の前にこの文字列を付けるように、コード生成ツールに指示
します。

入力例
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次のコマンドを使用して、単純な DDL empddl で示したサンプルを実行します。

ddl2bean —r —s /G/DATA06/EMPD -c -p com.hp.nonstop.demo -d test_src
出力例

DDL 表現に関するサンプル XML ドキュメントは次のとおりです。

DDL Definition:
?dict $DATA03.manrec
delete record employee.
delete def employee-reply.
delete def error-reply.
delete def employee-def.

definition error-reply.
02 reply-code pic 99.
02 error-text pic x(60).
End

definition employee-def.
02 employee-number pic 9999.
02 empname.
03 first pic x(20).
03 last pic x(30).
03 middle pic x.
02 regnum pic 99.
02 branchnum pic 99.
End

definition employee-reply.
02 reply-code pic 99.
02 employee-info type employee-def.
End

record employee.
file is employ key-sequenced.
02 employ type employee-def.
key is employee-number duplicates not allowed.
end
DDL のこのリストは、Ddl2Bean の構造(104 ページ)のセクションで参照として使用されます。

XML File:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<DDLElement> 
    <ClassElement>
    <AttributeElement>
        <qual_name_length>310</qual_name_length>
        <qual_name>error_reply</qual_name>
        <qualified_name_required_flag>Y</qualified_name_required_flag>
            <parent_occurs_flag>N</parent_occurs_flag>
            <identifier_element>0</identifier_element>
            <obj_class>0</obj_class>
            <local_name>error_reply</local_name>
            <level>0</level>
            <offset>0</offset>
            <element_size>62</element_size>
            <structure>0</structure>
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            <interval_leading_precision>0</interval_leading_precision>
            <scale>0</scale>
            <filler>  </filler>
            <occurs_max>1</occurs_max>            
            <occurs_element>0</occurs_element>
            <element_redefined>0</element_redefined>
            <sqlnullable_flag>N</sqlnullable_flag>
            <bit_offset>0</bit_offset>
            <field_align>0</field_align>
            <bit_length>496</bit_length>
            <source_def></source_def>
            <user_defined_filler>N</user_defined_filler>
            <is_ddl_filler>N</is_ddl_filler>
            <ddl_pic_text></ddl_pic_text>
            <ddl_comment></ddl_comment>
            <ddl_value_len>0</ddl_value_len>
            <ddl_value_text></ddl_value_text> 
    </AttributeElement>
    <AttributeElement> 
            ...
    </AttributeElement>
            ...
            ...
            ...
    </ClassElement>
</DDLElement>

Ddl2Bean の構造

これは Java Bean を生成する主要ツールです。ディクショナリから生成される XML ファイルは移植可能
であり、Ddl2Bean は純粋な Java 実装であり、Java Bean は Java をサポートするすべてのプラットフォ
ームで生成できます。ツリーデータ構造は、XML ファイルから生成されます。<ClassElement>の名前

の XML 要素はすべて、プロパティとして<AttributeElement>を使用して Java クラスを形成します。

すべてのプロパティには、生成した Java Bean 内の get/read メソッドおよび set/write メソッドが含まれ
ます。グループ定義にはレベル番号に基づいた階層があるので、Java Bean 自体の対応するプロパティ
が、別の Java Bean のタイプになることがあります。XML ドキュメントは以下のツリー構造を生成しま
す。

employee_request
    request_code
    employee_number

error_reply
    reply_code
    error_text

employee_def
    employee_number
    empname
       first
       last
       middle
    regnum
    branchnum

employee
    employ
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       employee_number
       empname
           first
           last
           middle
       regnum
       branchnum
Java クラスはすべての非リーフノードに対して生成されます。これらの Java クラスには、属性としてす
べての子ノードが含まれます。プロパティのタイプは、次のルールに基づいて決定されます。

• ノードがサブツリーの場合、対応するクラスタイプとして定義されます。

• ノードがリーフノードの場合、プロパティタイプは、マッピングファイルで利用できる Java 同等タイ
プに関連付けられます。マッピングについて詳しくは、データ変換とマッピング(108 ページ)を参照し
てください。

• 対応するタイプについてマッピングが見つからなかった場合は、java.lang.String値をカプセル化

する Ddl2Bean プリミティブ(155 ページ)のデフォルトの実装が、属性に関連付けられます。

注記:

マッピングファイルをカスタマイズしていて、Java タイプを DDL タイプに関連付けなかったり、
存在しない Java タイプを提供していたりするときに、このシナリオが発生します。

Java Bean の注釈

このツールは、Java コードの生成に次の詳細を使用します。これらの XML 要素の値はすべて、フィール
ドに対しては注釈として、クラスに対しては@DdlFieldと@DdlGroupとして表されます。ユーザーは

自身の Java Bean を作成して、次の注釈を提示し、Ddl2Bean I/O コンポーネントを使用できます。

qual_name

フィールド、プロパティ、インターフェイスの名前、またはクラスや列挙の名前が、この値の書式を
設定することで生成されます。

obj_class

フィールドを Java クラスまたは列挙として表す必要があるかどうかは、このフィールドに基づいて
決定されます。

identifier_element

Ddl2Bean I/O モジュールで解釈できるように属性またはプロパティの順序を保持する一意の実行中
の整数。

level

DDL の全体的なツリー表示はレベルに基づきます。

低値（つまり 0）のレベルは、ツリーのルートノードとして使用されます。XML ドキュメントは、
DDL フィールド定義の順序を保持し、レベル番号が低いノードが常にレベル番号が高いノードに優先
します。次の規則が、ツリーの生成に適用されます。

• すべての DDL 定義の 初のノードは、ツリーのルートノードです。

• レベル番号が大きな後続のノードはすべて、上位のノードの子になります。

• レベル番号が同じ後続のノードはすべて、上位のノードの兄弟になります。

structure

DDL 内の属性のデータタイプ。マッピングファイルから読み取ることで、対応する Java のデータタ
イプが関連付けられます。
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offset

この値は、NonStop プロセスとの通信のためのバイトアレイにおけるプロパティの位置を表していま
す。

element_size

このプロパティに使用されるバイト数の合計。

filler

フィラー（重要でないデータ）として使用されるバイト数。

occurs_max

フィールドが OCCURS句を使用する場合、フィールドの特定のデータタイプのアレイが Java Bean で

作成されます。

occurs_element

このフィールドが OCCURS DEPENDING ON句に関連付けられているかどうか。

source_def

データタイプが別の DDL 定義のものであるかどうかを判断するために使用されます。

is_ddl_filler

フィールドがデータ構造の配置に使用されるフィラーであるかどうかを判断するために使用されま
す。

ddl_pic_text

このフィールドは、属性の検証用の Java パターンを生成するために使用されます。

ddl_comment

このフィールドの値は、プロパティの注釈として関連付けられます。

ddl_value_len

値の長さです。

ddl_value_text

属性はこの値で初期化されます。

validation_pattern

プロパティの値と比較するために使用される Java パターン。このフィールドは、シリアル化または
逆シリアル化中にデータを検証するために使用されます。

qual_name、element_size、および local_nameは、生成された Bean のクラスレベルで@DdlGroup
としても使用できます。これらの注釈は、Ddl2Bean I/O 操作で表示された Java Bean の合計バイト数を
読み取ったり書き込んだりするためだけに使用されます。

注釈のサンプル

クラスレベル：

@DdlGroup(Version = "1.0", QualName = "employee", ElementSize = 62, 
LocalName = "employee")
フィールドレベル：

@DdlField(Version = "1.0", QualName = "empnum", ObjectClass = 1, Level = 1, 
Structure = 2, Offset = 0, ElementSize = 2, IdentifierElement = 1, OccursMax 
= 1, BitOffset = 0, BitLength = 16, QualNameLength = 310, 
QualifiedNameRequired = true, ParentOccurs = false, Filler = "", 
IntervalLeadingPrecision = 0, Scale = 0, OccursElement = "", 
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ElementRedefined = 0, SqlNullableFlag = false, FieldAlign = 0, 
NeedsDiscriminator = -1, OwnsDiscriminator = -1, SourceDef = "", 
UserDefinedFiller = false, DdlFiller = false, DdlPicText = "", DdlComment = 
"", DdlValueLength = 0L, DdlValueText = "")

命名規則のメカニズム

Java クラス名の場合

• グループまたはレコード名は小文字に変換されます。

• 名前の 初の文字は大文字に変換されます。

• すべての「-」と「_」は削除され、その後にくる文字は大文字に変換されます。

列挙の名前と属性

• 列挙名は小文字に変換されます。

• 名前の 初の文字は大文字に変換されます。

• すべての「-」と「_」は削除され、その後にくる文字は大文字に変換されます。

• 列挙のすべてのメンバーは完全大文字に変換され、「-」が「_」に置き換えられます。

メソッド名の生成

• フィールド名は小文字に変換されます。

• 名前の 初の文字は大文字に変換されます。

• すべての「-」と「_」は削除され、その後にくる文字は大文字に変換されます。

• 後の名前の前には get、set、または validate 文字列が付きます。

注記:

先行のメカニズムから、2 つの名前（グループ、レコード、またはフィールド）が DDL の中で別個
であっても警告メッセージが発生し、シーケンス内で 2 つ目の名前はコード生成時に破棄されます。
例を参照

たとえば、「ABC_REC」が、同じレベルで出現する AbcRec と abcRec にマップします。ABC_REC が以
下のメッセージで破棄された後、

WARNING: Attributes AbcRec already exists in the Java Bean for DDL field 
ABC_REC.
                    Ignoring the DDL field abcRec.
Ddl2Bean は残りの属性を処理し続けます。

これを回避するために、com.hp.nonstop.ddl2bean.sensitiveを使用すると、結果として生じる

「_」は保持されます。

属性の検証

Java Bean は JSR 303 の仕様を使用して注釈を付けることができ、Bean 検証仕様のあらゆる実装を使用
して検証できます。Ddl2Bean 注釈プロセッサーは、Bean 検証注釈を妨げません。

以下の Bean 検証製品のいずれかを、注釈に基づいて使用してください。

• Apache Bean 検証

• Hibernate Validator

サンプルコード

public class MyBean {
@NotNull
String x;
@Min(2)
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int y;
}

サンプルの妥当性確認

ValidatorFactory factory = Validation.buildDefaultValidatorFactory();
Validator validator = factory.getValidator();
Set<ConstraintViolation<MyBean>> constraint violations =
validator.validate(bean);
以下の結果は、ConstraintViolationの収集です。各 ConstraintViolationは、問題のあるフィ

ールド、その値、エラーメッセージを保持します。

サンプルの結果

Set<ConstraintViolation<MyBean>> constraintViolations =
               validator.validate(bean);

//printing the results
for (ConstraintViolation<MyBean> constraintViolation : constraintViolations) 
{
System.out.println(constraintViolation.getPropertyPath() + " -> " +
constraintViolation.getMessage());
}

データ変換とマッピング

マッピングファイルは、DDL データタイプと同等の Java データタイプを定義します。Java 言語プリミテ
ィブデータタイプのオブジェクト表現はすべて使用されます。DDL がデフォルト値を definition:に
関連付けている場合、クラスの文字列値ベースのコンストラクターが、オブジェクトを構築して属性に割
り当てるために使用されます。ユーザーがカスタム Java タイプを使用して DDL タイプと関連付ける場
合、空のコンストラクターと、java.lang.Stringを引数とするコンストラクターと一緒に次のインタ

ーフェイスを使用して、プリミティブタイプの Java オブジェクト表現に似たすべてのメソッドを Java ク
ラスに実装する必要があります。

public interface Ddl2BeanPrimitive<T> {
//To construct the object from a byte-array while de-serializing
public T valueOf(byte[] bytes);
//To construct the object from String
public T valueOf(String value);
//byte representation of object for serializing
public byte[] getBytes();
//Validates and constructs the primitive data type
public T parse(String s) throws IllegalArgumentException;

}
終クラスとしてカスタムクラスを実装することをお勧めします。Ddl2Bean プリミティブ(155 ページ)

を使用するための例を、MachineWord.javaとして示します。DDL の BIT データのデータタイプ表現

は、他のタイプには変更できません。

DDL でのデータタイプ Java でのデータタイプ表現

AlphanumericString java.lang.String
NumericStringUnsigned java.lang.String

表は続く
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DDL でのデータタイプ Java でのデータタイプ表現

Binary16Signed java.lang.Short
Binary16Unsigned java.lang.Short
Binary32Signed java.lang.Integer
Binary32Unsigned java.lang.Integer
Binary64Signed java.lang.Long
Binary 16 occurs n times Java.lang.Short[]
BitSigned java.lang.BitSet
BitUnsigned java.lang.BitSet
Character java.lang.String
Character 8 occurs n times java.lang.String[][]
Enum java.lang.Enum
Float32 java.lang.Float
Float64 java.lang.Double
NumericStringTrailingEmbeddedSign java.lang.String
NumericStringTrailingSeparateSign java.lang.String
NumericStringLeadingEmbeddedSign java.lang.String
NumericStringLeadingSeparateSign java.lang.String
Logical1 java.lang.Byte
Logical2 java.lang.Short
Logical4 java.lang.Integer
Binary8Signed java.lang.Byte
Binary8Unsigned java.lang.Byte
NationalString java.lang.String
Pic java.lang.String
Pic 9 occurs 0-n times depending on
item

java.lang.String[]

通信
Ddl2Bean I/O ストリーム

Ddl2Bean から生成される Java Bean は、NonStop プロセスで解釈できるバイト形式にシリアル化または
逆シリアル化できます。オブジェクト全体は、Java のバイトアレイとして表されます。辞書から収集し
た情報と XML ドキュメントに格納された情報を使用して、バイトアレイ内のさまざまなプロパティの位
置が特定されます。XML の以下の要素が使用されます。

• offset
• element_size
• structure
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• identifier_element
• qual_name
Ddl2Bean を使用して生成された Bean には、メソッドまたはプロパティに関する注釈として上記のパラ
メーターが含まれています。注釈を含むプロパティの取得方法だけをシリアル化または逆シリアル化で
きます。I/O コンポーネントは、Java Bean の注釈を使用して、実行時にデータをシリアル化または逆シ
リアル化します。

プロパティに関連付けられたすべての注釈は初回に読み取られて、キャッシュ（属性名を含む完全修飾ク
ラス名と対応する注釈の単純なハッシュマップ）に格納され、readObject()メソッドと

writeObject()メソッドのパフォーマンスを改善します。手動でコード化された Java Bean に対して

シリアル化または逆シリアル化するプロパティの取得方法について、次の注釈を提示する必要がありま
す。

@ Version : To signify that, this attribute participates in serialization or 
deserialization
@ QualName (Note: This annotation is also available at the Bean class level)
@ ObjectClass
@ IdentifierElement
@ Level
@ Structure
@ Offset
@ ElementSize  (Note: This annotation is also available at the Bean class 
level)
@ Filler

たとえば、前述の図（Ddl2Bean の構造(104 ページ)のセクション）から、Employee クラスのプロパティ
は、次のようにバイトを占有します。

employeeNumber: First 4 bytes ( Bytes 0 to 3)
empName: Next 51 bytes( Byte 4 to 54)
      first: Starts at byte offset 4 and runs through 23
      last: Starts at byte offset 24 and runs through 53
      middle: Starts at byte 54 and ends in 54
regnum: Starts at 55 and ends in byte 56
branchnum: Starts at byte 57 and ends in byte 58

前述のシリアル化または逆シリアル化されたオブジェクトは、すべての NonStop プロセスとの通信に使
用できます。DdlObjectInputStreamと DdlObjectOutputStreamは、それぞれ readObject()と
writeObject()を定義する抽象クラスです。Ddl2BeanObjectInputStreamと

Ddl2BeanObjectOutputStreamは上記の抽象クラスをオーバーライドし、DDL 定義のデータ構造を使

用するネイティブアプリケーションによって理解可能な形式で、入力ストリームから読み取ったり、出力
ストリームに書き込んだりする実装を提供します（通常は、NSJ インフラストラクチャーソケット入力ス
トリームと出力ストリーム）。Bean は、オブジェクトのサイズ、読み取りおよび書き込み方法を認識する
ので、ElementSizeのバイト数をストリームから読み取り、ストリームに書き込みます。

DdlObjectInputStreamと DdlObjectOutputStreamを実装して、XML、JASON などのさまざまな

形式でこれらの Bean を読み書きできます。さらに Ddl2Bean の– xオプションを利用して、それぞれの

使用法に関する Bean でのすべての注釈を生成できます。

バイトストリームを読み取りそれを別々のフィールドに分割する債務は一般的であり、出力オブジェクト
のタイプに依存していません。バイトストリームが読み取られると、出力オブジェクトタイプが Java
Bean でない場合、バイトストリームはフィールドに分割され、順序付けられたリストの形式で表示され
ます。順序付けされたリスト内の各エントリーには、DDL フィールドの名前と値オブジェクトに関する情
報が含まれています。このリストは、「converter」クラスに入力として渡されます。コンバータークラス
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が持つことのできるメソッドは、Object<T> toObject(List list)と List toList (Object<T>
o)の 2 つだけです。

コンバータークラスは、Bean クラスの注釈の形式で記述できます。注釈がない場合は、DDL バイトスト
リームは Bean タイプに変換されます。

Ddl2Bean Lite バージョン

Ddl2BeanObjectInputStreamと Ddl2BeanObjectOutputStreamを使用すると、どの段階でもシ

リアル化または逆シリアル化をカスタマイズできます。 も一般的なシナリオでは、これは必要ありませ
ん。上記の 2 つのクラスの軽量版が Ddl2BeanObjectInputStreamLiteと

Ddl2BeanObjectOutputStreamLiteとして提供されており、パフォーマンスに優れています。ストリ

ームの readObject()と writeObject()メソッドだけを使用できます。また、これらのクラスは 終

的なものであり、オーバーライドできません。

NonStop アプリケーションとの通信

記載されているすべての手順は、readObject()と writeObject()のシーケンスであり、

Ddl2BeanObjectInputまたは出力ストリームクラスでの保護されたメソッドです。これらのクラスを

継承して、デフォルトの実装をオーバーライドするか、以下の手順を再利用します。

• 呼び出されたクラスは、DdlInfoTreeNode構造を持つ DDL 定義およびデータ（バイトアレイ形式）

にアクセスします。DdlInfoTreeNodeは、DDL 要素の詳細をカプセル化したツリーです。

• DdlValueには、属性（名前、オフセット、サイズ、データタイプなど）のすべての情報が含まれ、

DdlInfoTreeNodeツリーにユーザーオブジェクトとしてまとめられています。

• 属性がリーフノードの場合、子はありません。詳しくは、Ddl2Bean の構造(104 ページ)のツリー階層
を参照してください。

• 属性が非リーフノードの場合、情報はオフセットが 0 のサイズフィールドに子の合計を取り込みます。
このようなフィールドのデータタイプには関連性がありません。

• すべてのツリー解析 API は、DdlInfoTreeNode.javaに組み入れられており、DDL 要素の情報は、

ユーザーオブジェクト DdlValueにカプセル化されています。

• DdlValueオブジェクトで利用可能な情報の量は、Bean に存在する注釈に制限されます。

• Java Bean の生成に Ddl2Bean が使用された場合（生成されたコードは手動で変更されていないとしま
す）、すべての情報が入力されます。Java Bean がユーザー定義の注釈を使用して手動でコード化され
ている場合、このような情報だけが利用できます。

Java システムプロパティ

Ddl2BeanObjectIn(Out)putStreamを呼び出す前に System.setProperty(…)を使用して、以下の

プロパティを設定できます。

• com.hp.nonstop.ddl2bean.validate
◦ NONE：Java Bean でのプロパティの読み取りメソッドと書き込みメソッドの呼び出し中に、検証
（@ValidationPatternの注釈の値に対する）は行われません。

◦ WARN：検証（@ValidationPatternの注釈値に対する）は行われ、失敗した場合、警告メッセ

ージが構成済みの Java ログに表示されます。

◦ ERROR：検証（@ValidationPatternの注釈値に対する）は行われ、失敗した場合、内部エラ

ーがスローされます。

• com.hp.nonstop.ddl2bean.order
◦ LITTLE_ENDIAN：I/O モジュールは、リトルエンディアンを使用して、バイトに、またはバイトか

らデータを変換します。

◦ BIG_ENDIAN：I/O モジュールは、ビッグエンディアンを使用して、バイトに、またはバイトから
データを変換します。
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◦ <any-other-value>：I/O モジュールは、ネイティブエンディアンを使用して、バイトに、またはバ
イトからデータを変換します。

◦ プロパティが指定されていない場合、デフォルトでリトルエンディアンが使用されます。

• com.hp.nonstop.ddl2bean.sensitive
◦ Java Bean が手動でコード化されている場合、それに応じて qual_nameは Bean プロパティに変

換する必要があります。

Ddl2Bean を使用する際の制限と考慮事項
一般的な制限と考慮事項

• RENAMES句は無視されます。

• C の文字列データ型は NULL 終端です。Ddl2Bean I/O モジュールは、NULL 文字を 後で挿入するこ
とも、NULL 文字を入力ソースから削除することもありません。

• C 言語の BIT フィールド機能によりデータを構造体の中に詰め込めるため、マシン語が次のように
適化されます。

struct packed_struct { 
unsigned int f1:1;
unsigned int f2:1;
unsigned int f3:1;
unsigned int f4:1;
unsigned int type:4;
unsigned int my_int:9;
}pack;
フィールドの 大長がコンピューターの整数ワード長以下である場合、C 言語が自動的に上記のビッ
トフィールドを可能な限りコンパクトに詰め込みます。このような機能は、Java にはありません。
Ddl2Bean は、BIT タイプの DDL 定義を辞書の解釈に従って実装します。ツールはこのフィールドを
java.util.BitSetにラップします。このようなフィールドを処理するためビット算術演算子を使

用する必要があります。Ddl2BeanPrimitive の例を参考にして、Ddl2Bean プリミティブ(155 ページ)
に示されているビット算術演算を実行することができます。

• BIT フィールドは内部的に処理され、java.util.BitSetだけにマッピングできます。マッピング

は、このデータ型には提供されません。

このフィールド：

◦ は再定義できません。

◦ は TYPE *定義として使用できません。

◦ は列挙定数として使用できません。

• OCCURS句は BIT フィールドで使用できません。BIT フィールドの要素サイズは 2 バイトにハード設

定されており、この値を変更すると望ましくない影響をおよぼす可能性があります。

• Java Bean のすべてのインデックスプロパティはバルクの他、個別の get または set メソッドを持って
いる必要があります。

• 注釈の値@ElementSizeとプロパティの Java データ型の実際のサイズが一致していないと、データ

が損失したり破損する原因となります。

• Java Bean 内のプロパティは、DDL フィールドで表される初期値で初期化されます（Java プロパティ
がプリミティブデータ型の場合）。

コード生成の制限と考慮事項

• DDL の BIT フィールドは java.util.BitSetに変換されます。BIT を TYPE *定義、再定義として、

または ENUM 定数として定義している DDL は、Ddl2Bean コード生成ではサポートされていません。

• RENAMES 句はサポートされておらず、対応する属性が Bean で生成されません。これを拡張して生
成された Bean を提供し、それに応じて処理することができます。

• OCCURS DEPENDING ON句はサポートされていません。
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• DDL のバイナリフィールドと SQL データ型を説明する PICTURE 句はサポートされていません。

• Java の文字列およびロケールデータ型がすべての文字セットのタイプをサポートするため、DDL 定義
の中の LN と NL を回避することをお勧めします。

入出力ストリームの制限と考慮事項

• Java 環境変数 com.hp.nonstop.ddl2bean.sensitiveオプションを使用して Java Bean が生成

された場合、Ddl2Bean I/O モジュールを使用しているアプリケーションに同じオプションを指定する
必要があります。

• Java 環境変数 com.hp.nonstop.ddl2bean.prefixオプションを使用して Java Bean が生成され

た場合、Ddl2Bean I/O モジュールを使用しているアプリケーションに同じオプションと値を指定する
必要があります。

• DDL の BIT フィールドは java.util.BitSetに変換されます。BIT を TYPE *定義、再定義として、

または ENUM 定数として定義している DDL は、Ddl2Bean I/O ではサポートされていません。

• 手動でコード化された Java Bean を I/O モジュールと一緒に使用しているとき、Ddl2Bean コード生成
ツールの命名規則によると、QualName注釈の値は Bean プロパティ名と一致する必要があります。

• 手動でコード化された Java Bean を使用しているとき、

◦ インデックスプロパティには、対応する OccursMax注釈が必要です。

◦ BitSet プロパティには対応する BitOffsetおよび BitLength注釈が必要であり、Offset注釈

は手動で 2 バイトワードに処理される必要があります。
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トランザクション

NSJ8 では、トランザクションを次の方法で操作できます。

• Currentクラスメソッドを使用して、JDBC 呼び出しを含むトランザクションなど、トランザクショ

ンサービスをまたがるトランザクションを定義します。

• Java トランザクション API（JTA）を使用します。

このセクションでは、以下のトピックについて説明しています。

• 大同時トランザクションの管理(114 ページ)
• Current クラスのメソッド (114 ページ)
• Java トランザクション API(115 ページ)

JNI およびトランザクションを使用する場合は、Java ネイティブインターフェイス（JNI）(35 ページ)を
参照してください。JNI を使用するときは、 大同時トランザクションの管理(114 ページ)の中の情報が
適用されます。

大同時トランザクションの管理
NSJ8 アプリケーションプロセスでは、デフォルトでプロセスごとに 大 200 の同時トランザクションを
起動できます。JAVA_PTHREAD_MAX_TRANSACTIONS環境変数を設定することによって、プロセスごと

に許可される TMF トランザクションの 大数を 1000 未満に制御できます。プロセスごとに許可される
大トランザクション数を設定する構文は次のとおりです。

JAVA_PTHREAD_MAX_TRANSACTIONS 環境変数

プロセスごとに許可される TMF トランザクションの 大数を指定します。

指定できる値は 100 から 1000 です。変数が次の場合に、200 のデフォルト値が使用されます。

• 未設定。

• 100 未満の値、または 1000 を超える値に設定した場合。

たとえば、プロセスごとに 200 のトランザクションを指定するには、次のコマンドを使用します。

export JAVA_PTHREAD_MAX_TRANSACTIONS=200

Currentクラスのメソッド
Currentクラスはバージョン 0.5 の Java トランザクションサービス（JTS）の仕様に基づいています。

表 13: Current クラスのメソッド

メソッド 説明

begin 新しいトランザクションを開始し、呼び出し元のスレッドに関連
付けます。

commit 呼び出し元のスレッドに関連付けられているトランザクションを
コミットします。

表は続く
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メソッド 説明

get_control 呼び出し元のスレッドに関連付けられているトランザクションを
表す

Control
オブジェクトを取得します。

get_status 呼び出し元のスレッドに関連付けられているトランザクションの
ステータスを取得します。

get_transaction_name 呼び出し元のスレッドに関連付けられているトランザクションの
記述名を取得します。

resume 呼び出し元のスレッドとのトランザクションの関連付けを設定ま
たは再開します。

rollback 呼び出し元のスレッドに関連付けられているトランザクションを
ロールバックします。

rollback_only 可能性のある唯一の結果がトランザクションのロールバックにな
るように、呼び出し元のスレッドに関連付けられているトランザ
クションをマークします。

set_timeout その後の

begin
メソッド の呼び出しで開始したトランザクションに関連付けられ
たタイムアウト値を変更します。

suspend トランザクションのコンテキストと呼び出し元のスレッドの関連
付けを中断します。

次のコードフラグメントは、Currentクラスの begin()および commit()メソッドの使用方法を示しま

す。

import com.tandem.tmf.Current;

Current tx = new Current();

// start a new transaction in the current thread
tx.begin();
// ... access Pathway server

// commit current transaction (JDBC and Pathway)
tx.commit(true);
Currentクラスについて詳しくは、JToolkit for Java API Reference Pages の com.tandem.tmfパッ

ケージの説明を参照してください。

Java トランザクション API
NSJ8 がトランザクションをサポートする際に使用する NonStop Server for Java Transaction API（JTA）
は、Oracle JTA バージョン 1.0 の実装です。NonStop Server for Java Transaction API は、Oracle JTA パ

Java トランザクション API 115



ッケージの一部分（javax.transaction）を実装します。NSJ8 には、NonStop Server for Java
Transaction API パッケージ（com.tandem.jta）が含まれています。

NonStop Server for Java Transaction API は、TMF による同種の NonStop システムと、JTS による異種
CORBA システムでのトランザクションの標準インターフェイスを提供します。

TMF を使用する NonStop Server for Java Transaction API のバージョンは NonStop Server for Java
Transaction API-TMF と呼び、JTS を使用する NonStop Server for Java Transaction API のバージョンは
NonStop Server for Java Transaction API-JTS と呼びます。どちらも同一のインターフェイスを持ちま
す。JTAFactory.getUserTransactionを使用して javax.transaction.UserTransactionへ

の参照を取得するとき、TMF または JTS を指定できます （例(117 ページ)を参照）。デフォルトは TMF
です。

NonStop Server for Java Transaction API-TMF は、CORBA アプリケーション以外のアプリケーションを
対象としています。

このサブセクションでは、以下のトピックについて説明しています。

• javax.transaction インターフェイス (116 ページ)
• javax.transaction の例外(116 ページ)
• 例(117 ページ)

Oracle JTA について詳しくは、Oracle JTA のドキュメントを参照してください。

javax.transactionインターフェイス

Oracle JTA パッケージ（javax.transaction）では次のインターフェイスが定義されています。

• Status
• Synchronization
• Transaction
• TransactionManager
• UserTransaction
NSJ トランザクション API は上記のすべてのインターフェイスをサポートしています。ただしクライア
ントプログラムが使用できるのは UserTransactionのみです。

UserTransactionを使用するとクライアントはトランザクション境界をプログラムで制御できます。

UserTransaction方式は、以下を実行します。

• トランザクションの開始

• トランザクションのコミット

• トランザクションステータスの取得

• トランザクションのロールバックのマーク

• トランザクションのロールバック

• トランザクションのタイムアウトの設定

javax.transaction の例外

Oracle JTA パッケージ（javax.transaction）では次の例外が定義されています。

• HeuristicCommitException
• HeuristicMixedException
• HeuristicRollbackException
• InvalidTransactionException
• NotSupportedException
• TransactionRequiredException
• TransactionRolledbackException
• SystemException
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NSJ トランザクション API は、上記のすべての例外をサポートします。

例

以下の例は次の点を除けば類似しています。

• 初の例ではデフォルトでの NSJ トランザクション API-TMF(117 ページ)を使用します。

• 2 番目の例では要求による NSJ トランザクション API-TMF(117 ページ)を必要とします。

デフォルトでの NSJ トランザクション API-TMF

次のコードは、TMF に基づいて UserTransactionの参照を取得します（デフォルト）。続いてトラン

ザクションを開始して終了します。

import javax.transaction.UserTransaction;
import com.tandem.jta.JTAFactory;

// Get a reference to UserTransaction based on TMF (by default).
UserTransaction utx = JTAFactory.getUserTransaction();

// Start transaction
utx.begin();

// Do work
...

// Commit transaction
utx.commit();

要求による NSJ トランザクション API-TMF

次のコードは、TMF に基づいて UserTransactionの参照を取得します（コードが要求）。続いてトラ

ンザクションを開始して終了します。

import javax.transaction.UserTransaction;
import com.tandem.jta.JTAFactory;

// Get a reference to UserTransaction based on TMF (by request).
UserTransaction utx = JTAFactory.getUserTransaction(JTAFactory.TMF);

// Start transaction
utx.begin();

// Do work
...// 

Commit transaction
utx.commit();
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アプリケーションのチューニングとプロファイ
リング

この章では、アプリケーションのチューニングおよびプロファイリングに関する情報を記し、以下のトピ
ックについて説明します。

• アプリケーションパフォーマンスのプロファイリング(118 ページ)
• アプリケーションパフォーマンスのチューニング(122 ページ)

アプリケーションパフォーマンスのプロファイリング
アプリケーションのプロファイリングおよび監視をサポートしている HPjmeter ツールは、NSJ オプショ
ンの-Xeprofおよび-agentlib:hprofと組み合わせることで機能します。

HPjmeterツールは、32 ビットと 64 ビット両方の NSJ8 をサポートしています。

HPjmeter コンソールは、HP-UX、Linux、Windows などの GUI をサポートしている Java プラットフォー
ム上で動作する GUI ツールです。以下のプロファイリング作業を行うために使用します。

• Java アプリケーションのライブ監視(118 ページ)
• ガベージコレクションデータの解析

• プロファイリングデータの解析

Java アプリケーションのライブ監視

HPjmeterには、2 つのコンポーネント、nodeagentと jvmagentが含まれています。これらのコンポ

ーネントは Java および GC プロセスからデータを取得し、HPjmeterクライアントの 1 つのプロセスエ

ンティティとして統合します。32 ビットバージョンの nodeagentだけがあります。

以下のリストでは、利用可能な jvmagentバージョンを説明しています。/usr/tandem/hpjmeterは、

HPjmeter のインストール場所を示します。

• 32 ビット NSJ8 アプリケーションで使用される 32 ビット jvmagent。これは、

$JMETER_HOME/lib/oss32にあります。

• 64 ビット NSJ8 アプリケーションで使用される 64 ビット jvmagent。これは、

$JMETER_HOME/lib/oss64にあります。

• NSJ7 より前のアプリケーションで使用される 32 ビット jvmagent。これは、$JMETER_HOME/lib/
ossにあります （ただし、これは L シリーズにはありません）。

注記:

1. 分散 GC が有効なとき、HPjmeter が相互作用するのは Java プロセスだけであり、GC プロセス
とは相互作用できません。Java プロセスは、HPjmeter が必要とするすべての必須データを提供
します。

2. HPjmeter を使用して Java プロセスをリアルタイムで監視しているとき、Java プロセスだけがリ
ストされます。対応する GC プロセスはリストされません。

3. GC プロセス内のスレッドは、Threads Histogram タブで示されるスレッドカウントの一部では
ありません。

HPjmeterエージェントを実行して Java アプリケーションをライブモードのプロファイリングに備える

必要があります。

以下の手順では、ライブ Java アプリケーションの監視をセットします。
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1. T0866H31 PAX ファイルをデフォルトのインストールディレクトリ：/usr/tandem/hpjmeterにイ

ンストールします。

2. ノードエージェントを実行します。

a. export JMETER_HOME=/usr/tandem/hpjmeter/
b. $ JMETER_HOME/bin/nodeagent –port port_number

3. HPjmeter JVM エージェントを使用して Java アプリケーションを起動します。

a. _RLD_LIB_PATH=をエクスポート

I. $JMETER_HOME/lib/ossで、NSJ8 前の Java プロセスを監視。

II. $JMETER_HOME/lib/oss32で、32 ビット NSJ8 Java プロセスを監視。

III. $JMETER_HOME/lib/oss64で、64 ビット NSJ8 Java プロセスを監視。

b. JAVA_HOME=/usr/tandem/nssjava/jdk180_l80をエクスポート

c. java -agentlib:jmeter[=options] <application>
4. HPjmeterコンソールを、クライアントワークステーション（HP-UX、Windows、Linux）のローカル

インストールから起動します。これらのプラットフォームで HPjmeterコンソールをダウンロードす

るには、HPjmeter Downloads and Documentation を参照してください。

5. nodeagentに HPjmeterコンソールから接続します。

注記:

• 監視機能とヒントについて詳しくは、HPjmeter Downloads and Documentation にある
HPjmeter 4.4 User Guide を参照してください。

• HPjmeterツールを NonStop システムで使用するための説明は、HPjmeter 4.4 ユーザーガイド

の補足情報 (139 ページ)に提供されています。

分析のためのプロファイルデータの収集

HPjmeterコンソールを使用してオフライン分析用にプロファイルデータを収集する方法は 3 つありま

す。

1. eprof プロファイラーを有効にするには、-Xeprofオプションを使用して Java アプリケーションを起

動します。

2. Zero Preparation プロファイリング。実行中の Java アプリケーションにシグナルを送信してプロファ
イルデータ収集を起動および停止します。（これは、内部で Xeprofプロファイラーを使用して、アプ

リケーションを動的にプロファイリングします）。

3. HPROF プロファイラー（Java アプリケーション-agentlib:hprofを起動）。

注記:

• プロファイルデータの分析について詳しくは、HPjmeter Downloads and Documentation で入
手できる HPjmeter 4.4 ユーザーガイドを参照してください。

• NonStop システムで HPjmeterツールを使用する手順については、HPjmeter 4.4 ユーザーガイ

ドの補足情報 (139 ページ)に記載されています。

-Xeprof
-Xeprofオプションは、HPjmeter のプロファイルデータを生成します。-Xeprofは、大規模なサーバ

ーアプリケーションに典型的なパフォーマンスの問題に主な焦点を当てています。これは、メソッドクロ
ックおよび CPU 時間、メソッドコールカウントおよびコールグラフ、ロック競合の統計情報を収集しま
す。

このオプションは、ファイル拡張子が.eprofのプロファイルデータファイルを作成します。このファイ

ルは HPjmeter コンソールで開くことができ、収集されたメトリックを確認できます。
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このオプションについて詳しくは、NonStop Server for Java 8.0 Tools Reference を参照してください。

Zero Preparation プロファイリング

プロファイリングをコマンドラインから起動するには、Java プロセスにシグナルを送信して JVM に
eprofを開始することを示します。Zero Preparation プロファイリングを行うと、JVM が動的測定の実行

の要求に対応するため、アプリケーションパフォーマンスに短期的影響がおよぶ可能性があります。

アプリケーションを中断せずにプロファイリングデータを収集するには、以下をコマンドラインから実行
します。

1. —Xeprofオプションがコマンドラインで指定されていないことを確認します。

2. 実行中の Java アプリケーションのプロセス ID を検索します。

3. プロファイリング間隔を開始し — 次のコマンドを入力してシグナルを JVM に送信します。

kill –USR2 pid
次のメッセージが表示されます。

eprof: starting profiling
プロファイリングが、必要とする時間だけ継続できるようにします。

4. プロファイリング間隔を停止するには、同じシグナルを JVM に送信します。

kill -USR2 pid
次のメッセージが表示されます。

eprof: terminating profiling
writing profile data to ./filename.eprof

5. これで保存したファイルを HPjmeter コンソールで開いて、収集されたメトリックを表示できます。

HPROF プロファイラー

HPROF は、JVMTI と呼ばれるプロファイリングインターフェイスをベースにしたプロファイリングエー
ジェントです。HPROF を使用することで、アプリケーションの CPU 使用率、ヒープ割り当て、スレッ
ドに関する情報を取得できます。このエージェントは、プログラムが終了した後で解釈可能なプロファイ
ルデータファイルを作成します。現在は HPjmeter がテキストおよびバイナリファイルを読み取ることが
できます。

アプリケーションをプロファイリングとともに起動するには、次のコマンドを使用します。

$ java ... -agentlib:hprof[=options] ApplicationClassName
HPROF について詳しくは、HPjmeter のダウンロードとドキュメントにある HPjmeter 4.3 User’s Guide
と、http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/samples/hprof.html の Oracle ドキュメントを参
照してください。

注記:

次の HPROF オプションは、NSJ8 ではサポートされません。

—agentlib:hprof=cpu=samples

—Xeprof対—agentlib:hprof（HPROF）
—Xeprofは、HPROF と比べて、データの豊富さという点で優れたプロファイリングツールです。ただし

Xeprofは、アプリケーションに与えるパフォーマンスの影響が HPROF よりもわずかに高くなります。

HPjmeter の機能を 大限に活用するには、アプリケーションを実行するときにパフォーマンスチューニ
ングでは–Xeprofを使用し、メモリチューニングでは—agentlib:hprofを使用してプロファイリング
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データを収集します。Xeprofと HPROF を、いずれかのプロファイルを使用する前にその機能を比較す

るには、HPjmeter 4.3 User’s Guide の表 5-4 を参照してください。

分析のためのガベージコレクションデータの取得

ガベージコレクションデータを収集するには、次の 2 つの方法のいずれかを使用します。

1. —Xverbosegcによるデータ収集。

-Xverbosegcオプションを使用して Java アプリケーションを起動します。このオプションについ

て詳しくは、NonStop Server for Java 8.0 Tools Reference を参照してください。

2. Zero Preparation のデータ収集。

データ収集は、Java プロセスにシグナルを送信して JVM に GC データ収集を開始することを知らせる
ことにより、コマンドラインから起動できます。

すでに実行中のアプリケーションを中断することなく GC データを収集するには、以下をコマンドラ
インから実行します。

a. -Xverbosegcオプションや-Xloggcオプションが指定されていないことを確認します。

b. 実行中の Java アプリケーションのプロセス ID を探します。

c. プロファイリング間隔を開始します。次のコマンドを入力して JVM にシグナルを送信します。

kill -ALRM pid or kill -14 pid
GC データは、JVM プロセスのカレントディレクトリにある java_pid.vgcという名前のファイ

ルに書き込まれます。

プロファイリングが、必要とする時間だけ継続できるようにします。

d. データ収集間隔を停止するには、同じシグナルを JVM に送信します。

kill -ALRM pid
e. これで保存したファイルを HPjmeter コンソールで開いて、収集されたメトリックを表示できます。

データファイル収集を完了した後は、以下の手順を実行します。

1. データファイルを HPjmeter コンソールと互換性があるプラットフォーム（HP-UX、Windows、Linux）
に転送します。

2. HPjmeter コンソールを起動して、データファイルを開きます。

注記:

• NSJ8 は、複数の GC ログファイルにおけるローテーション GC ログ収集をサポートすることで、
GC ログファイルサイズの管理を可能にしています。GC ログローテーションについて詳しく
は、GC ログローテーション(64 ページ)を参照してください。

• GC プロファイルデータの分析について詳しくは、HPjmeter Downloads and Documentation
で入手できる HPjmeter 4.4 User’s Guide を参照してください。

• NonStop システムで HPjmeter ツールを使用する手順については、HPjmeter 4.4 ユーザーガイ

ドの補足情報 (139 ページ)に記載されています。

その他のプロファイリングオプション

TACL コマンド statusを使用して、Java プロセスのプロセス時間など、アプリケーションの詳細なステ

ータスを取得できます。PSTATE ツールを使用して Java プロセスに関する詳細を取得することもできま
す。

NSJ8 では、パラレルまたは CMS GC が有効な場合、Java アプリケーションを構成する Java プロセスグ
ループには Java プロセスと GC プロセスが含まれます。パラレルまたは CMS GC が有効な場合、TACL
コマンドステータスと PSTATE ツールを、Java プロセスと GC プロセスでそれぞれ別々に実行します。
Java プロセスですべての GC プロセスを取得するには、nsjpsを-gcオプションで呼び出すことができ

ます。nsjpsについて詳しくは、NonStop Server for Java 8.0 Tools Reference を参照してください。
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また、NSJ8 で実行中のアプリケーションで PSTATE ツールによって報告される C ヒープ使用率は、NSJ6
で同じアプリケーションを実行すると報告される C ヒープ使用率よりも小さくなります。これは、JVM
割り当てと Java ヒープのほとんどが NSJ8 のフラットセグメントに移動されるためです。

アプリケーションパフォーマンスのチューニング
このセクションには、アプリケーションパフォーマンスのチューニングに関する以下のトピックが含まれ
ます。

• ヒープサイズの設定の決定(122 ページ)

ヒープサイズの設定の決定

適なパフォーマンスが得られるように Java ヒープをアプリケーションに適した値に設定する必要があ
ります。このセクションでは、ヒープサイズを設定するためのガイドラインについて説明します。

JVM ガベージコレクションの頻度と長さを学習するために、-verbose:gc (-Xverbosegc)オプション

を JVM 引数で使用します。次にこのデータを使用して、アプリケーション要件に基づいて JVM のヒープ
使用量を調整します。

注記:

JVM は、起動時に 大の Java ヒープを割り当てます。従って、JVM プロセスのスワップ領域に関
しては、指定された 大 Java ヒープ領域に加え、JVM の他のメモリ要件とすべてのネイティブコ
ンポーネントのメモリ要件が考慮事項になります。

プロセスのスワップ使用量または CPU のスワップ要件を識別するには、NSKCOM ユーティリティを使用
します。

たとえば、すべてのプロセスまたは特定のプロセスのスワップ使用量を識別するには、OSS プロンプト
で次のコマンドを入力します。

$ gtacl –p nskcom

NSKCOM - T5838H02 BASE (15AUG12) - Jun 13 2012
Copyright 1995 Compaq Computer Corporation

$SYSTEM.SYSTEM.ZSYSCFG
KMS.SWAPFILE = 0 $DATA03.SWAP.CPU0A STOP
KMS.SWAPFILE = 0 $DATA03.SWAP.CPU0B STOP
     .
     .
     .
KMS.SWAPFILE = 5 $SWAP45.SWAP4.CPU05
NSK-status swap-usage 1,525 ,detail

SYSTEM : \SYSTEM1 LOGTIME : June 26, 2012 13:57:14
TYPE : (E=Extensible S=Shared)
(CPU Page size is 16384 Bytes)
以下に前述のコマンドの出力を示します。

Process Pri User-ID Program File Name
1,525 1 200,13 $JAVDV01.ZYQ00003.Z0

00Q3GF

KMSF-BACKED SEGMENTS: (Process Space Guarantee =   --  )
-----------------------------------------------------------------------------
SEG-ID TYPE                 SIZE        RESERVATION
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                            KBYTE     PAGES    KBYTE
-----------------------------------------------------------------------------
Heap+Global+SRL+Stack       69 MB     1917     29 MB
1068                        16        1        16
1069                        64 MB     16384    64 MB
1065                        64 MB     4096     64 MB
1067                        1088 MB   69636    1088 MB
2100                        8B        1        16
2101                        8B        1        16
-----------------------------------------------------------------------------
-
TOTAL                                 92034    1246 MB

FILE-BACKED SEGMENTS: None
_____________________________________________________________________________
_
NSK-
上記の出力では、JVM プロセスが 1246 MB のスワップ領域を使用し、6 つのセグメントが割り当てられ
ています。JVM プロセスは 1024 MB のヒープサイズで開始されていますが、これは Java ヒープとは別
に、プロセスが約 222 MB のプロセス固有およびアプリケーション固有のデータを要求していることを示
します。

注記:

特定の JVM プロセスのスワップ使用量の適切なサンプルを取得するには、JVM が使用するすべての
ネイティブコンポーネントが完全に初期化され実行している安定した状態で、スワップ使用量を確
認してください。

関連するチューニングガイドについては、Tuning Guide for iTP Secure WebServer と NonStop
Servlets for JavaServer Pages (NSJSP) on HPE NonStop Servers を参照してください。
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アプリケーションの移行

このセクションでは、以前のバージョンの NSJ を使用するアプリケーションを移行する際に必要な変更
について説明します。留意すべきさまざまな用語を以下に示します。

• NSJ4 は、J2SE SDK 1.4.x に基づいた製品

• NSJ5.1 は、J2SE JDK 1.5.x に基づいた製品

• NSJ6 は、Java SE JDK 1.6.x に基づいた製品

• NSJ7 は、Java SE JDK 1.7.x に基づいた製品

• NSJ8 は、Java SE JDK 1.8.x に基づいた製品

このセクションでは、以下のトピックについても説明しています。

• 移行変更の概要(124 ページ)
• シリアル GC からパラレル GC への移行(130 ページ)
• その他の注意事項(131 ページ)

移行変更の概要

表 14: NonStop Server for Java バージョンの移行変更の概要

移行のトピック NonStop Server for
Java 6.0（T2766H60）

NonStop Server for
Java 7.0（T2766H70）

NonStop Server for
Java 7.0（T2866H70）

インストールの変更事項
(125 ページ)

適用対象 適用対象 適用対象

パブリックライブラリディ
レクトリ(125 ページ)

N/A N/A N/A

Java ベースの JAR ファイ
ルの位置(125 ページ)

N/A N/A N/A

ダイナミックリンクライブ
ラリ(126 ページ)

N/A N/A N/A

ネイティブライブラリをリ
ンクするメイクファイル
(126 ページ)

N/A N/A N/A

C++ネイティブコードのコ
ンパイル(126 ページ)

N/A N/A N/A

浮動小数点のサポート(127
ページ)

N/A N/A N/A

AWT クラスの使用(128 ペ
ージ)

N/A N/A N/A

POSIX スレッド(128 ペー
ジ)

適用対象 適用対象 適用対象

移動したバイナリファイル
のディレクトリ(129 ペー
ジ)

N/A N/A N/A

表は続く

124  アプリケーションの移行



移行のトピック NonStop Server for
Java 6.0（T2766H60）

NonStop Server for
Java 7.0（T2766H70）

NonStop Server for
Java 7.0（T2866H70）

JAAS の機能強化(129 ペ
ージ)

N/A N/A N/A

TNS/E への移行に関する他
の変更(129 ページ)

N/A N/A N/A

Java スタックサイズ(130
ページ)

適用対象 N/A 適用対象

デフォルトの Java ヒープ
サイズとスタックサイズ
(131 ページ)

適用対象 N/A 適用対象

JNI アプリケーションの考
慮事項(130 ページ)

適用対象 N/A 適用対象

動的スナップショット(130
ページ)

適用対象 N/A 適用対象

以前の Java バージョンの変更については、Oracle Java Web サイトで特定の Java バージョンのリリース
ノートを参照してください。NSJ8 における変更については、NSJ8 のサポートされている機能とサポー
トされていない機能(138 ページ)を参照してください。

インストールの変更事項

32 ビット NSJ8

この JDK の部品番号は、T2766 です。完全なインストール手順については、NSJ8 のインストールを参照
してください。

64 ビット NSJ8

この JDK の部品番号は、T2866 です。完全なインストール手順については、NSJ8 のインストールを参照
してください。

注記:

64 ビット JDK のインストール前に 32 ビット JDK をインストールする必要があります。そうしな
いと、64 ビット JDK アプリケーションは動作しません。

NSJ8 のインストールについて詳しくは、インストールと構成(19 ページ)を参照してください。

パブリックライブラリディレクトリ

パブリックライブラリディレクトリは、DLL が TNS/E で使用されるため、TNS/E がホストとなる NSJ バ
ージョン 4、5、5.1、6.0、7.0、8.0 には適用されません。ネイティブライブラリの移行について詳しく
は、ダイナミックリンクライブラリ(126 ページ)を参照してください。

Java ベースの JAR ファイルの位置

NSJ3.1.x 以前のバージョンを使用している場合、Java ベース製品について(125 ページ)とユーザー指定
の JAR ファイル(126 ページ)の両方の JAR ファイルを配置するためのガイドラインが変更されました。

Java ベース製品について

初のバージョンの NSJ4（J2SE SDK 1.4.0 に基づく）以前は、Java ベース製品がその JAR ファイルを
インストールする必要がある場所についてガイドラインは提供されていませんでした。これらの製品の
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多くでは、JAR ファイルは/usr/tandem/java/jre/lib/extディレクトリにインストールされていま

した。Java ベース製品をインストールすることで、別の Java ベース製品に必要な JAR ファイルが上書
きされる場合があり、バージョンが一致しなくなることがあります。

さらに、NonStop Server for Java の新しい製品バージョンが発行されるたびに、Java ベース製品を再イ
ンストールする必要がありました。このため、 初のバージョンの NSJ4 以降では、Java ベース製品に
関連付けられた JAR ファイルは製品固有のディレクトリに残しておくことをお勧めします。

この推奨事項に従った場合、CLASSPATH環境変数設定または-classpath (-cp)コマンドライン引数の

どちらかに、Java ベース製品の JAR ファイルを含める必要があります。

ユーザー指定の JAR ファイル

以前、JAR ファイルが（/usr/tandem/java/jre/lib/ext）にインストールされていましたが、その

理由はそうした JAR ファイルを CLASSPATHに含める必要がなかったからでした。 初のバージョンの

NSJ4 から（J2SESDK 1.4.0 に基づいて）、バージョン 1 および 2 の NSJ4 ツリーのいずれかディレクト
リにもユーザー指定の JAR ファイルをインストールしないことをお勧めします。JAR ファイルはユーザ
ー固有ディレクトリの中に入れておく必要があります。この勧めのとおりにすれば、NSJ4 の新製品リリ
ースでユーザー指定の JAR ファイルを再インストールする必要がなくなります。ただし、JAR ファイル
を CLASSPATHに置く必要があります。

ダイナミックリンクライブラリ

TNS/E および TNS/X システムでは、NSJ 4、5、5.1、6.0、7.0、および 8.0 は DLL をサポートします。
TNS/R から TNS/E または TNS/X に移行するすべての NonStop Server for Java アプリケーションで、ネ
イティブライブラリを DLL に変換する必要があります。

NSJ8 で DLL を使用するためにアプリケーションを移行するときには、次の問題を考慮してください。

• すべての Java ライブラリは DLL として構築されます。

• JNI コードを使用する場合は、静的ライブラリではなく DLL を使用してください。詳しくは、Java ネ
イティブインターフェイス（JNI）(35 ページ)を参照してください。パブリックライブラリディレクト
リは、TNS/E および TNS/X システムでは Java アプリケーションに適用されません。

• すべての DLL は、特定の命名要件を持つファイルに記す必要があります。

• TNS/E および TNS/X では、-Dcompaq.liblistオプションはサポートされていません。

• カスタマーメイクファイルは、TNS/E での NSJ バージョン 4、5、5.1、6.0、7.0 および 8.0 には存在
しなくなりました。理由は、DLL サポートでユーザーネイティブコードを Java 実行可能ファイルにバ
インドする必要がなくなったためです。

• _RLD_LIB_PATH環境変数は、TNS/E または TNS/X システムでのみ使用されますが、ユーザー DLL
のライブラリパスを指定します。詳しくは、_RLD_LIB_PATH(26 ページ)を参照してください。

• 呼び出し API は JVM を DLL として使用するので、この API を使用する場合は、Java をプログラムに
静的にリンクする必要はありません。

ネイティブライブラリをリンクするメイクファイル

カスタマーメイクファイルは、TNS/E または TNS/X の NSJ バージョン 4、5、5.1、6.0、7.0 および 8.0
では存在しません。これは、DLL サポートでユーザーネイティブコードを Java 実行可能ファイルにバイ
ンドする必要がなくなったためです。ネイティブライブラリ移行について詳しくは、ダイナミックリンク
ライブラリ(126 ページ)を参照してください。

C++ネイティブコードのコンパイル

TNS/E と TNS/X の場合、C++コードは、ユーザー DLL にバージョン 2 またはバージョン 3 のどちらかを
使用してコンパイルされます。これは、TNS/E または TNS/X での NSJ バージョン 4、5、5.1、6.0、7.0、
および 8.0 は、C++バージョンニュートラルフラグ（リンカ用の-setCPlusPlusDialect neutralオ

プション）で構築されているためです。
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JDK 1.3.x 以前に基づいた NSJ アプリケーションを移行している場合、ソースコードを変更する必要があ
ります。ネイティブコードがソースコードの変更を必要とするかどうかは、バージョン 3 で変更された C
++の機能をコードが使用しているかどうかによります。必要なソースコードの変更を識別するには、バー
ジョン 2 のコンパイラを呼び出し、プラグマ MIGRATION_CHECKを使用することにより、TNS/R のソー

スコードに対して移行チェックを実行します。この移行チェックを実行すると、バージョン 3 で変更した
り、廃止になったりしたクラスまたはメンバー関数が存在するときに、コンパイラは警告を発行します。
このプラグマとそれが生成できる警告について詳しくは、C/C++ Programmers Guide を参照してくださ
い。

なお、VERSION3指令は、標準の C++ライブラリ ISO/IEC バージョン 3 と C++標準ヘッダーを使用する

ように指定します。VERSION3は C++に ISO/IEC IS 14882:1998 標準を適用します。ISO C++標準は、

ANSI C++標準と同じです。

呼び出し API ユーザーの場合、自身の実行可能ファイルを構築し、その実行可能ファイルを JVM DLL に
対してリンクします。移行の注意事項については、C または C++からの Java メソッドの呼び出し(37 ペ

ージ)を参照してください。デモについては、NSJ8 の install_dir/demo/invocation_apiに用意さ

れている呼び出し APIデモを参照してください。

詳しくは、リンカーおよびコンパイラのオプション(39 ページ)を参照してください。

浮動小数点のサポート

デフォルトでは、NSJ 3.1.x 以前のバージョンでは、JNI 境界を超えた浮動小数点値を TNS float に変換し
ていました。このデフォルトは、TandemVMClassFP.propertiesのファイルに一行追加することで無

効にできます。あるクラスが、TNS float 値ではなく、その JNI コードに渡された IEEE 浮動小数点値を要
求した場合、プロパティが（クラスの名前をプロパティの名前にして）このファイルに追加されました。
ユーザーはまた、そのプロパティの値を IEEE_FPに設定して、JNI コードに渡された IEEE 浮動小数点値

が必要であることを示すか、TANDEM_FPに設定して、JNI コードに渡された TNS 浮動小数点値が必要で

あることを示します。

ユーザープログラムは、TandemVMClassFP.propertiesファイルを使用して浮動小数点タイプを指定

することはできません。したがって、Java から浮動小数点値を取得する JNI コードを含むユーザープロ
グラムや Java ベース製品は、NSK_FLOAT_* Guardian ルーチンを呼び出して、これらの値を TNS float
に変換する必要があります。同様に、Java に渡される float 値は、IEEE 浮動小数点値である必要がありま
す。以下に、NSJ8 アプリケーションの浮動小数点の使用法を以前のバージョンと比較して示します。

表 15: 浮動小数点サポートの概要

NSJ 6.0 NSJ 7.0 NSJ 8.0

Java の浮動小数点の使
用

IEEE float IEEE float IEEE float

JNI コード浮動小数点 IEEE float IEEE float IEEE float

JNI 呼び出し規約 IEEE float IEEE float IEEE float

Java コンパイラフラグ IEEE float IEEE float IEEE float

Java リンカーフラグ IEEE float IEEE float IEEE float

リンカーおよびコンパイラのオプション(39 ページ)で説明しているリンカーフラグは、IEEE 浮動小数点
数の指定に使用されます。したがって、C ランタイムライブラリは、IEEE 浮動小数点を処理するルーチ
ンを使用します。
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NSJ バージョン 4、5、5.1、6.0、7.0、および 8.0 のバージョンでは、sprintfや sscanfなど、JNI コ
ードから作成された C ランタイムライブラリコールは、IEEE 浮動小数点値と呼び出し規約を前提として
います。

たとえば、以前のバージョンの Java 用に記述された JNI コードは、TNS 浮動小数点値を文字列に変換
し、これが続いて Java に渡されます。

プログラムを移行するには、TNS 浮動小数点値を IEEE 浮動小数点値に変換するように JNI コードを変更
し、続いて sprintfを呼び出して浮動小数点値を文字列に変換する必要があります。

詳しくは、浮動小数点の実装を参照してください。

AWT クラスの使用

Java プログラムが NonStop Server for Java 3.1.x 以前のバージョンで AWT クラスを使用している場合
は、UnsupportedClassExceptionではなく HeadlessExceptionをキャッチするようにプログラム

コードを変更します。

NonStop オペレーティングシステムは、ウィンドウイング操作のサポートを提供しません。NonStop
Server for Java 3.1.x 以前のバージョンがサポートしたのはこれらの Abstract Windowing Toolkit（AWT）
クラスとメソッドだけで、これらはディスプレイ、キーボード、サウンド、マウスの操作を必要としませ
んでした。そのような操作を必要としたクラスやメソッドは UnsupportedClassExceptionをスロー

します。

NSJ8 がサポートする Oracle の AWT 機能強化は「ヘッドレスサポート」と呼ばれます。これにより JVM
はディスプレイ、キーボード、サウンド、マウスの操作がグラフィック環境でサポート可能かどうかを示
すことができます。

Oracle は、GraphicsEnvironmentクラスで 2 つの新しいメソッド Headlessと HeadlessInstance
を提供することで、ヘッドレスサポートを実装しました。さらに、Oracle は新しい例外
java.awt.HeadlessExceptionを作成しました。HeadlessExceptionがディスプレイ、キーボー

ド、サウンド、マウスの操作を必要とするクラスまたはメソッドによってスローされるのは、
GraphicsEnvironment.isHeadlessが true を返すときに、そのようなクラスやメソッドが呼び出さ

れる場合です。印刷、フォント、およびイメージングをサポートするクラスとメソッドはヘッドレス JVM
で完全サポートされ、NSJ バージョン 4、5、5.1、6.0、7.0、および 8.0 で完全サポートされます。

詳しくは、ヘッドレスサポート(34 ページ)を参照してください。

POSIX スレッド

NSJ 3.1.x 以前のバージョンは、従来の POSIX スレッドの標準に準拠した OSS POSIX スレッド（製品番
号 T5819）を使用していました。NSJ バージョン 4、5、5.1、6.0 は、SPT モデルライブラリと呼ばれる
標準的な POSIX ユーザースレッド（製品番号 T1248）ライブラリを使用します。一方、NSJ バージョン
7 および 8 では、PUT モデルライブラリと呼ばれる POSIX ユーザースレッド（製品番号 T1280）を使用
します。

PUT モデルライブラリにより提供される Pthread 関数は、IEEE Std 1003.1、2004、POSIX システムアプ
リケーションプログラムインターフェイスに準拠しています。そのため、Pthread コールを行なうあらゆ
るネイティブコードで変更が必要になる場合があります。詳しくは、Open System Services
Programmer's Guide の Using the POSIX User Thread (PUT) Model Library の章を参照してください。

さらに、cma..で始まり T5819 が指定されているか spt...で始まり T1248 が指定されているルーチン

のコールを行なった JNI コードを、T1280 が指定されたラッパーまたはデベロッパーツールキットルーチ
ン（put..）を使用するように変更する必要があります。

スレッドアプリケーションを NSJ8 に移行するために必要な変更について詳しくは、ネイティブコードで
のスレッドの考慮事項(44 ページ)を参照してください。
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移動したバイナリファイルのディレクトリ

NonStop Server for Java プログラムが Pathway 構成ファイル内またはその他の場所の bin/oss/
posix_threadsを参照している場合、NSJ8 インストール binディレクトリを使用するようにそれらを

変更する必要があります。

NSJ 3.1.x 以前のバージョンでは、binおよび jre/binディレクトリには、bin/oss/posix_threads
に置かれた実際の実行可能ファイルを実行するシェルスクリプトが含まれていました。NSJ8 バージョン
では、bin ディレクトリに実際の実行可能ファイルが含まれ、シェルスクリプトラッパーはなく、
bin/oss/posix_threadsディレクトリは存在していません。jre/binディレクトリには、binディ

レクトリの実行可能ファイルが含まれています。

JAAS の機能強化

NSJ 3.x 以前のバージョンでは、JAAS はオプションパッケージ（拡張機能）でした。これは NSJ8 に統
合されています。JAAS は、ユーザーに対するアクセス制御の認証および実施を可能にする API で、コア
Java 2 プラットフォームを強化します。従来、Java 2 は、コードソースベースのアクセス制御（コード
の生成元やコードの署名者に基づくアクセス制御）を提供していました。ただし、Java 2 には、コードの
実行者に基づくアクセス制御を実施する追加機能が欠けていました。NSJ8 では、JAAS により、Java 2
のセキュリティアーキテクチャーを強化するフレームワークにこの追加機能が提供されています。

JAAS について詳しくは、Java 認証および承認サービス(48 ページ)を参照してください。

TNS/E への移行に関する他の変更

• JNI_OnLoad 関数と JNI_OnUnLoad 関数(129 ページ)
• デバッガー(129 ページ)
• dlfcn.h ファイル (129 ページ)

JNI_OnLoad 関数と JNI_OnUnLoad 関数

TNS/R システムから移行しているすべてのアプリケーションは、JNI_OnLoad関数を変更する必要があ

ります。形式の使用法は、以下のシステムタイプに応じて異なります。

• TNS/R システムでは、次のコマンドを使用します。

JNI_OnLoad_libname
        
ここで、libnameはプログラムが System.loadLibrary関数に渡したライブラリの名前です。

• TNS/E システムでは、次のコマンドを使用します。

JNI_OnLoad
TNS/R システムでは、JNI_OnUnload関数は、このプラットフォームで利用可能な NSJ のバージョンで

サポートされていません。

TNS/E システムでは、JNI_OnUnload関数はサポートされています。

デバッガー

Visual Inspect が、TNS/E でのアプリケーションに対してよく利用されるデバッガーです。ネイティブコ
ードのデバッグには、Native Inspect（$System.SYSnnn.EINSPECTコマンド）も使用できます。詳し

くは、Java プロセスのデバッグ(133 ページ)を参照してください。

dlfcn.hファイル

dlfcn.hファイルを使用するアプリケーションを TNS/R から移行する場合は必ず、コードの変更が必要

になります。TNS/E では、NSJ バージョン 4、5、5.1、6.0、7.0、および 8.0 は、独自の特別バージョン
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の dlfcn.hを使用しません。システムの includeディレクトリ（/usr/include）に存在するファイ

ルを使用してください。

Java スタックサイズ

JVM は、Java スタックの一部分を、その実行時操作のために確保します。このスタックの領域は
StackShadowAreaと呼ばれ、そのサイズは–XX:StackShadowPagesオプションを使用して設定でき

ます。この領域が使用するサイズは、ページサイズの単位で測定されます。NonStop システムでは、ペー
ジサイズは 16 K バイトです。32 ビット NSJ8 では、StackShadowPagesの値は 2、64 ビット NSJ8 で

は、値は 3 です。

NSJ8 で、StackShadowAreaは以前のバージョンの NSJ と比べて増えています。そのため、Java メソ

ッドで使用できるスペースが 16 K バイト減っています。以前のバージョンの NSJ から NSJ8 に移行す
る際に、アプリケーションで java.lang.StackOverflowErrorエラーが発生した場合は、-Xssまた

は ThreadStackSizeオプションを使用してスタックサイズの値を増やしてください。

JNI アプリケーションの考慮事項

JVM がメインスレッドでロードされている場合、JNI アプリケーションが並列および CMS GC を有効に
することはできません。詳しくは、C または C++からの Java メソッドの呼び出し(37 ページ)を参照して
ください。

動的スナップショット

NSJ8 では、動的スナップショットのサポートは、Java プロセスのスナップショットの取得だけに制限さ
れています。詳しくは、Saveabend ファイル生成(47 ページ)を参照してください。

シリアル GC からパラレル GC への移行
NSJ8 はパラレルおよび CMS ガベージコレクターをサポートしています。パラレルおよび CMS GC は、
GC 中のアプリケーション停止時間が、シリアル GC と比べて減少しています。

NSJ8 では、パラレルおよび CMS GC がコマンドラインオプションを使用して有効になると、GC スレッ
ドごとに 1 つのプロセスが起動します。Java および対応する GC プロセスはプロセスグループと呼ば
れ、以下を実行します。

• 同じ論理プロセッサーで動作します。

• 同じプロセッサーの異なる IPU 上で同時に動作します。

• Java アプリケーションに 1 つのプロセスイメージを提供します。

• 仮想アドレススペースを共有します。

• 互いが Guardian IPC メカニズムを使用してコミュニケーションします。

Java プロセスグループでは、あるプロセスが終了すると、グループ内の他のプロセスも終了します。詳
しくは、javahelper (63 ページ)を参照してください。

アプリケーション起動時間オーバーヘッド

パラレルおよび CMS GC を使用している場合、GC プロセスを起動する必要があり、仮想メモリを GC プ
ロセスで共有する必要があるため、アプリケーションの起動時間が長くなります。

—XX:ParallelGCThreads=4を使用した場合、パラレル GC による起動時間のオーバーヘッドが約 310
ミリ秒になることがわかりました。分散 GC による起動時間のオーバーヘッドをアプリケーションが許
容できない場合、分散 GC オプションを使用しないでください。

スワップスペースの考慮事項

パラレルおよび CMS GC が有効な場合、各 GC スレッドには対応する GC プロセスがあります。GC プロ
セスには、以下の仮想メモリオーバーヘッドがあります。
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• メインユーザースタック（256 KB）
• メイン RSE スタック（256 KB）
• C ヒープ（初期サイズ、約 32 KB）
• 1 つのユーザースレッドスタック（256 KB）ー 32 ビット NSJ8
• 1 つのユーザースレッドスタック（512 KB）ー 64 ビット NSJ8
• 1 つのユーザー RSE スレッドスタック（256 KB）－32 ビット NSJ8
• 1 つのユーザー RSE スレッドスタック（512 KB）ー 64 ビット NSJ8
• パブリック DLL インスタンスデータ（約 1 MB）

合計で、約 3 MB の追加スワップスペースが 1 つの GC プロセスで必要になります。4 つのパラレル GC
プロセスがあることを考えると、オーバーヘッド合計は、Java プロセスあたり約 12 MB のスワップスペ
ースとなります。

常駐スペースの考慮事項

パラレルおよび CMS GC が有効な場合、各 GC スレッドには対応する GC プロセスがあります。GC プロ
セスには、以下の常駐メモリオーバーヘッドがあります。

• PFS（256 KB）
• 特権ユーザースタック（64 KB）
• 特権ユーザー RSE スタック（64 KB）

合計で、約 384 KB の常駐メモリ追加領域が 1 つの GC プロセスで必要になります。4 つのパラレル GC
プロセスがあることを考えると、オーバーヘッド合計は、Java プロセスあたり約 1.5 MB の常駐メモリと
なります。

_RLD_FIRST_LIB_PATH の使用

NSJ8 は、_RLD_FIRST_LIB_PATH環境変数を使用した、非標準のプライベートの場所からのパブリッ

ク DLL のロードをサポートしていません。このような制限があるのは、NSJ8 が作成するプロセスのグル
ープはパブリック DLL を同じ仮想メモリアドレス順でロードして、パラレルガベージコレクターが適切
に機能するようにするためです。これは、以前のバージョンの NSJ で Java アプリケーション全体が 1 つ
の JRE/JVM プロセスのインスタンスとして起動していた場合と異なります。

呼び出し API で、_RLD_FIRST_LIB_PATHを次のように設定する必要があります。

• 32 ビット Java プロセスの場合：

export _RLD_LIB_PATH=/usr/tandem/nssjava/jdk180_x80/jre/lib/oss
• 64 ビット Java プロセスの場合：

export _RLD_LIB_PATH=/usr/tandem/nssjava/jdk180_x80/jre/lib/oss64
ただし、パブリックライブラリをプライベートの場所からロードしないようにしてください。

TNS/X への移行
L シリーズアプリケーション環境は、H および J シリーズアプリケーション環境と似ています。HPE
NonStop Server for Java 7 を L シリーズシステムへ移行するために必要なタスクについて詳しくは、L-
series Application Migration Guide の Migrating NonStop Server for Java 7 Applications のセクションを参
照してください。

その他の注意事項

デフォルトの Java ヒープサイズとスタックサイズ

64 ビット NSJ8 の場合、デフォルトのヒープサイズとスタックサイズは次のとおりです。
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• デフォルトのスタックサイズは 1024 KB です。

• 初期ヒープサイズは 1 GB で、デフォルトの 大ヒープサイズは 1 GB です。

詳しくは、32 ビット JDK8 での Java ヒープサイズ(61 ページ)および 64 ビット JDK8 での Java ヒープ
サイズ(61 ページ)を参照してください。

注記:

アプリケーションで—Xmsと—Xmxに同じ値を指定することをお勧めします。—Xmxだけをコマンド

ラインで指定している場合、—Xmsに使用されるデフォルト値は—Xmxで指定されているものと同じ

値になります。

詳しくは、メモリ管理に関する考慮事項(60 ページ)を参照してください。

Java プロセス名

Java プロセスは、runコマンドで—nameオプションを指定することにより名前付きプロセスとして開始

できます。NSJ8 では、名前付き Java プロセスの開始に制限があり、以下のサブセクションではこれに
ついて説明しています。

32 ビット JDK の使用

32 ビット Java アプリケーションを NSJ8 で起動するには、以下のいずれかの方法を使用します。ただ
し、方法 1 は、32 ビット JDK を名前付きプロセスとして起動する場合だけ使用してください。

方法 1：32 ビット JDK の使用

$ export PATH=/usr/tandem/nssjava/jdk180_l80/bin:$PATH
$ run –name /G/JAVA1/ java HelloWorld
方法 2：64 ビット JDK の使用

$ export PATH=/usr/tandem/nssjava/jdk180_l80/bin/oss64:$PATH
$ run –name /G/JAVA1/ java –d32 HelloWorld

注記:

方法 2 で 初に作成した 64 ビット Java プロセスは名前付きプロセスで、$JAVA1の名前がありま

す。このプロセスは execvp()システムコールを使用して 32 ビット Java プロセスを作成します。

execvp()を使用して作成したプロセスは呼び出し元プロセスの名前を継承しません。そのため、

作成される 32 ビットプロセスには名前がありません。

64 ビット JDK の使用

64 ビット Java アプリケーションを NSJ8 で起動するには、以下のいずれかの方法を使用します。ただ
し、方法 2 は、64 ビット JDK を名前付きプロセスとして起動する場合だけ使用してください。

方法 1：32 ビット JDK の使用

$ export PATH=/usr/tandem/nssjava/jdk180_l80/bin:$PATH
$ run –name /G/JAVA1/ java –d64 HelloWorld
方法 2：64 ビット JDK の使用

$ export PATH=/usr/tandem/nssjava/jdk180_l80/bin/oss64:$PATH
$ run –name /G/JAVA1/ java HelloWorld
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注記:

方法 1 で 初に作成した 32 ビット Java プロセスは名前付きプロセスで、$JAVA1の名前がありま

す。このプロセスは execvp()システムコールを使用して 64 ビット Java プロセスを作成します。

execvp()を使用して作成したプロセスは呼び出し元プロセスの名前を継承しません。そのため、

作成される 64 ビットプロセスには名前がありません。

Java プロセスのデバッグ

runコマンドで—debugコマンドラインオプションを使用して、Native Inspect デバッガー内部で Java プ

ロセスを自動起動できます。

32 ビット JDK を使用したデバッグ

32 ビット Java アプリケーションは、次の 2 つのいずれかの方法で、Native Inspect（eInspect）デバッガ
ー内で起動できます。ただし、デバッグ中のプロセスの起動に使用できるのは方法 1 だけです。

方法 1：32 ビット JDK の使用

$ export PATH=/usr/tandem/nssjava/jdk180_l80/bin:$PATH
$ run –debug java HelloWorld
方法 2：64 ビット JDK の使用

$ export PATH=/usr/tandem/nssjava/jdk180_l80/bin/oss64:$PATH
$ run –debug java –d32 HelloWorld

注記:

方法 2 で 初に作成される 64 ビット Java プロセスは、eInspect のデバッグ中です。このプロセス
は execvp()システムコールを使用して 32 ビット Java プロセスを作成し、execvp()を使用して

作成されたプロセスは呼び出し元プロセスの PIN を継承しないので、eInspect はそのプロセスのデ
バッグを継続できません。これをデバッグする場合は、新しいデバッガーをプロセスに接続する必
要があります。

64 ビット JDK を使用したデバッグ

64 ビット Java アプリケーションは、次の 2 つのいずれかの方法で、Native Inspect（eInspect）デバッガ
ー内で起動できます。ただし、デバッグ中のプロセスの起動に使用できるのは方法 2 だけです。

方法 1：32 ビット JDK の使用

$ export PATH=/usr/tandem/nssjava/jdk180_l80/bin:$PATH
$ run –debug java –d64 HelloWorld
方法 2：64 ビット JDK の使用

$ export PATH=/usr/tandem/nssjava/jdk180_l80/bin/oss64:$PATH
$ run –debug java HelloWorld

注記:

方法 1 で 初に作成される 32 ビット Java プロセスは、eInspect のデバッグ中です。このプロセス
は execvp()システムコールを使用して 64 ビット Java プロセスを作成し、execvp()を使用して

作成されたプロセスは呼び出し元プロセスの PIN を継承しないので、eInspect はそのプロセスのデ
バッグを継続できません。これをデバッグする場合は、新しいデバッガーをプロセスに接続する必
要があります。
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Web サイト

全般的な Web サイト

Hewlett Packard Enterprise Information Library
http://www.hpe.com/info/EIL

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

http://www.hpe.com/support/hpesc

Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide

http://www.hpe.com/assistance

サブスクリプションサービス/サポートのアラート

http://www.hpe.com/support/e-updates-ja

Software Depot

http://www.hpe.com/support/softwaredepot

カスタマーセルフリペア

http://www.hpe.com/support/selfrepair

L シリーズのマニュアル

http://www.hpe.com/info/nonstop-ldocs

J シリーズのマニュアル

http://www.hpe.com/info/nonstop-jdocs

上記以外の Web サイトについては、サポートと他のリソースを参照してください。
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サポートと他のリソース

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアク

セスします。

http://www.hpe.com/assistance
• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

の Web サイトにアクセスします。

http://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報

• テクニカルサポート登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

• オペレーティングシステム名およびバージョン

• ファームウェアバージョン

• エラーメッセージ

• 製品固有のレポートおよびログ

• アドオン製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス
• 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにア

クセスするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨
されるソフトウェアアップデート方法を確認してください。

• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

http://www.hpe.com/support/hpesc
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダウンロード

http://www.hpe.com/support/downloads
Software Depot

http://www.hpe.com/support/softwaredepot
• eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
• お客様の資格を確認および更新して、契約および保証をプロファイルにリンクするには、次に示す

Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support Materials
ページにアクセスします。

http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

重要:

一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからアクセ
スするときに製品資格が必要になる場合があります。関連する資格を使って HPE パスポートをセ
ットアップしておく必要があります。

サポートと他のリソース 135

http://www.hpe.com/assistance
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/support/downloads
http://www.hpe.com/support/softwaredepot
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials


カスタマーセルフリペア（CSR）
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品をお客様ご
自身で修理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様のご都合のよいときに交
換できるよう直接配送されます。一部の部品は CSR の対象になりません。Hewlett Packard Enterprise
もしくはその正規保守代理店が、CSR によって修理可能かどうかを判断します。

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リ
モートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard
Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅
速かつ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめ
します。

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけて
ください。

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

HPE 通報サービス

http://www.hpe.com/jp/hpalert
HPE プロアクティブ ケアサービス

http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja
HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts（英語）

HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts

保証情報
ご使用の製品の保証を確認するには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターで入手できるサーバ
ー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照します。

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

追加保証情報

HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション

http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE エンタープライズサーバー

http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
HPE ストレージ製品

http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
HPE ネットワーク製品

http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties

規定に関する情報
安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからサ
ーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してくだ
さい。

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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規定に関する追加情報

Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的
な要求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全
力で取り組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。

http://www.hpe.com/info/reach

RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについ
ては、次を参照してください。

http://www.hpe.com/info/ecodata

社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する
情報については、次を参照してください。

http://www.hpe.com/info/environment

ドキュメントに関するご意見、ご指摘
Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ドキ
ュメントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがござい
ましたら、ドキュメントフィードバック担当（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。この電子
メールには、ドキュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊
行日をご記載ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバー
ジョン、ヘルプの版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。
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NSJ8 のサポートされている機能とサポートさ
れていない機能

Java SE に基づいて、NSJ8 には NSJ7 のすべての機能が含まれています。

Java SE の機能について詳しくは、JDK 8 Release Notes を参照してください。

NSJ8 で実装されていない Java SE の機能
サーバー側の HotSpot VM に適用されていない Java SE 機能は、NSJ8 で実装されません。

実装されない Java SE 機能について詳しくは、次の実装別のトピックを参照してください。

• ヘッドレスサポート(34 ページ)
• Java Standard Edition Development Kit（JDK）(13 ページ)
• UseBiasedLocking（JVM 内部ロックの 適化、SMP アーキテクチャーに有用）

• -XX:+TieredCompilationオプションはサポートされていない

• SDP（ソケットダイレクトプロトコル）

• SCTP（ストリーム制御転送プロトコル）

• JDBC 4.4 NSJ8 は JDBC4.4 のみをサポートしている

• NSJ8 は、単一コアシステム（H シリーズシステム）のパラレルおよび CMS GC をサポートしていな
い

• -XX:+UseLargePagesオプションはサポートされていない

• -XX:+UseRTMLockingオプションはサポートされていない

• -XX:+UseAVXオプションはサポートされていない

• -XX:+UseBMI1Instructionsと-XX:+UseBMI2Instructionsはサポートされていない
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HPjmeter 4.4 ユーザーガイドの補足情報

この付録では、NonStop システムで HPjmeterツールを使用する手順について説明します。次の Web サ

イトで入手できる HP-UX HPjmeter 4.4 ユーザーガイドに基づきます。

HPjmeter のダウンロードとドキュメント。

このバージョンの HPjmeterは 32 ビットおよび 64 ビットの NSJ8 をサポートしています。

以下のセクションは、HP-UX HPjmeter 4.4 ユーザーガイドの記載に対応します。

• HPjmeter のインストールの完了 (139 ページ)
• アプリケーションの監視(141 ページ)
• アプリケーションのプロファイリング(141 ページ)
• トラブルシューティング(142 ページ)
• クイックリファレンス(143 ページ)

注記:

ここに記されている情報は、HPjmeter 4.4 ユーザーガイドの対応するセクションに記された情報に
対する追加や置き換えとして使用する必要があります。

HPjmeterのインストールの完了

エージェント要件

次の表では、エージェント要件を示します。

表 16: エージェント要件

オペレーティングシステムとアーキ
テクチャー

• HPE Integrity NonStop BladeSystem での NonStop オペレーテ
ィングシステム L16.05 以降のリリースバージョンアップデー
ト（RVU）。

• HPE Integrity NonStop BladeSystem での NonStop オペレーテ
ィングシステム J06.20 以降の RVU。

• NSJ8 以降のソフトウェア製品リビジョン（SPR）

注記:

HPjconfig ツールは、NonStop オペレーティングシステムではサポートされていません。

ファイルの位置

HPjmeter 4.2 以降、以下のように/usr/tandem/hpjmeterの位置で利用できる HPjmeterのディレク

トリ構造がわかります。
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ディレクトリ 説明

./bin 上位レベルの nodeagentバイナリ、./spt/
nodeagentの sptバージョンの nodeagent、お

よび./put/nodeagentの putバージョンの

nodeagentから構成されます。

./lib NSJ8 以前のバージョンをサポートする JVM エー
ジェントライブラリ（./oss）、32 ビット NSJ8（./
oss32）、および 64 ビット NSJ8（./oss64）から

構成されます。

./demo デモディレクトリから構成されます。

./doc HPjmeterドキュメントから構成されます。

./var ./logおよび./fifosフォルダーから構成され

ます。

NonStop オペレーティングシステムのデフォルトのインストールパスは/usr/tandem/hpjmeterで

す。

HPjmeter コマンドラインオプションを使用するためのアプリケーションの構成

Java の実行の準備

以下の手順に従って、Java アプリケーションを JVM エージェントで実行するための準備をします。

• NSJ8 および 近の SPR で、_RLD_LIB_PATHを次のように設定してください。

32 ビット NSJ8 の場合：

$JMETER_HOME/lib/oss32
64 ビット NSJ8 の場合：

$JMETER_HOME/lib/oss64
NSJ8 より前のバージョン：

$JMETER_HOME/lib/oss
ここで、

JMETER_HOMEは/usr/tandem/hpjmeterに設定されます。

-agentlib を使用して JVM エージェントを実行する

$ java -Xms256m -Xmx512m -agentlib:jmeter myapp

–Xbootclasspathを設定する

$ java -agentlib:jmeter –Xbootclasspath/a:$JMETER_HOME/lib/agent.jar myapp

注記:

-Xrunjmeterは NSJ8 でサポートされていません。
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実行中のアプリケーションの JVM エージェントへのアタッチ

動的アタッチ機能がサポートされ、NSJ7 以降のバージョンを使用した Java プロセスをリストします。

アプリケーションの監視

ノードエージェントの管理

NonStop オペレーティングシステム上のノードエージェントの管理

NonStop オペレーティングシステムでは、HPjmeterインストールプロセスによってノードエージェント

がデーモンプロセスとして自動的に起動することはありません。ノードエージェントはデーモンプロセ
スとして手動で起動する必要があります。 上位レベルバイナリである nodeagentは/usr/tandem/
hpjmeter/binにあり、基盤となる SUT バージョンに基づいて sptまたは putバージョンの

nodeagentを起動します。

実行中アプリケーションの監視中のエラーの診断

アプリケーションのページング問題のチェック

HPGlancePlus ツールは、NonStop では利用できません。このため、HPjmeter 4.4 ユーザーガイドに記載
の HPGlancePlus の参照は NonStop には適用されません。

アプリケーションのプロファイリング
すべてのプロファイリングオプションの一覧とプロファイルオプションを使用する方法の説明について
は、アプリケーションのチューニングとプロファイリング(118 ページ)を参照してください。このセクシ
ョンでは Nonstop でサポートされていないオプションの一覧を示し、いくつかのオプションの動作の違い
について説明します。

プロファイルデータの収集

—Xeprofを使用したプロファイリング

表 17: サポートされている-Xeprofオプション

time_slice NonStop オペレーティングシステムでは、開始信号から停止信号までの時間
は 5 分より長くする必要があります。これは、Java スレッドの切り替えプロ
セスが、NonStop オペレーティングシステムのノンプリエンプティブ的性質
が原因で遅いためです。その結果として非同期信号は、NonStop オペレーテ
ィングシステムの Java プロセスに非常に短い間隔でポストされると、失わ
れる場合があります。

times=quick|
thorough このオプションは、NonStop オペレーティングシステムではサポートされて

いません。

Zero Preparation を使用したプロファイリング

この機能は NSJ8 でサポートされています。

–agentlib:hprofを使用したプロファイリング

以下の表はサポートされている–agentlib:hprofオプションの一覧です。
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表 18: サポートされている-agentlib:hprofオプション

cpu=samples|times|old cpu=samples
は NonStop オペレーティングシステムではサポー
トされません。

カベージコレクションデータの分析
NonStop Java は G1 コレクターをサポートしていません。このため、このセクションの G1 コレクターに
関する情報は NonStop Java には該当しません。

ビジュアライザー機能の使用

モニタリングディスプレイの使用
メモリおよび/またはヒープアクティビティの監視メニュー
常駐メモリの処理

NonStop システムではサポートされていません。

仮想メモリの処理

NonStop システムではサポートされていません。

データ領域常駐メモリ

NonStop システムではサポートされていません。

データ領域仮想メモリ

NonStop システムではサポートされていません。

JVM および/またはシステムアクティビティの監視メニュー
システムコールレート

NonStop システムではサポートされていません。

トラブルシューティング

バージョン番号の識別

次のコマンドを実行して、HPjmeterコンポーネントのバージョン番号を識別します。

• NonStop 用の nodeagent
vproc $JMETER_HOME/bin/nodeagent

• NSJ 以前用の JVM エージェント

vproc $JMETER_HOME/lib/oss/libjmeter.so
• 32 ビット NSJ8 用の JVM エージェント

vproc $JMETER_HOME/lib/oss32/libjmeter.so
• 64 ビット NSJ8 用の JVM エージェント

vproc $JMETER_HOME/lib/oss64/libjmeter.so
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インストール

NonStop オペレーティングシステムでは、デフォルトで次の位置にエージェントだけがインストールされ
ます。

/usr/tandem/hpjmeter
      
/usr/tandem/hpjmeter/binにあるスクリプトは、NSJ8 以前のバージョンでは標準の/usr/
tandem/javaを使用します。NSJ8 がシステムにインストールされ、/usr/tandem/javaが利用でき

ない場合、L シリーズに/usr/tandem/nssjava/jdk180_l80を使用します。HP-UX インストーラー

で実行されるようにスクリプトを変更する特別なインストーラーは、NonStop オペレーティングシステム
にはありません。

ノードエージェント

FIFO が JVM とノードエージェント間の通信で使用されます。NonStop オペレーティングシステムでは、
FIFO が次のディレクトリにあります。

/usr/tandem/hpjmeter/var/fifos
      
HPjmeter 4.2 から、$JMETER_HOME/binの場所にあるノードエージェントは名前付きプロセスとして起

動できません。ノードエージェントを名前付きプロセスとして起動する必要がある場合は、以下の要件を
考慮する必要があります。

• SUT のバージョンが H06.26/J06.15 より前の場合は、

$JMETER_HOME/bin/spt
の場所にあるノードエージェントを名前付きプロセスとして起動します。

次に例を示します。

run –name=/G/nod1 /usr/tandem/hpjmeter/bin/spt/nodeagent
• SUT のバージョンが L16.05/J06.20 以降の場合は、

$JMETER_HOME/bin/put
の場所にあるノードエージェントを名前付きプロセスとして起動します。

次に例を示します。

run –name=/G/nod1 /usr/tandem/hpjmeter/bin/put/nodeagent
NonStop の HPjmeterでは、特定のオプション-ipaddressが次のように指定されます。

使用例：$JMETER_HOME/bin/nodeagent -ipaddress <IPv4アドレス>
このオプションは、nodeagentが動作できる IP アドレスを指定するために使用します。サポートするの

は IPv4 アドレス形式のみです。

クイックリファレンス

特定の JVM バージョンで使用できる HPjmeter機能の特定

JVM バージョンで使用できる HPjmeter機能については、HPjmeter 4.4 User Guide の「Table A-2
HPjmeter Features Available by JVM Version」を参照してください。
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注記:

• HPjmeter 4.4 User Guide での PROF のすべてのインスタンスは ALRM として読み取る必要が
あります。

• シグナル 21 のすべてのインスタンスは、14 と読む必要があります。

• NSJ8 では、動的接続機能はサポートされていません。
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DDL 句の例

以下の例では、 も広く使われている DDL 句と、Ddl2Bean によって生成される対応する Java Bean を
示します。この付録では、注釈をすべて取り上げているわけではありません。

プリミティブデータタイプ

次の DDL 定義は、さまざまなプリミティブデータタイプと、データタイプ Mapper を Java プリミティブ
同等表現とともに使用して生成した対応する Bean を表します。

DDL：

DEFINITION INPUT.
02 a TYPE BINARY 16.
02 b TYPE BINARY 16 UNSIGNED.
02 c TYPE BINARY 32.
02 d TYPE BINARY 32 UNSIGNED.
02 e TYPE BINARY 64.
02 f TYPE LOGICAL 1.
02 g TYPE LOGICAL 2.
02 h TYPE LOGICAL 4.
02 i TYPE FLOAT 32.
02 j TYPE FLOAT 64.
02 k TYPE BIT 10.
02 l TYPE CHARACTER 10.
END

Java Bean：

package com.hpe.nonstop.test;

import java.io.Serializable;
import java.util.BitSet;
import com.hp.nonstop.ddl2bean.annotations.DdlField;
import com.hp.nonstop.ddl2bean.annotations.DdlGroup;

@DdlGroup(Version = "1.0", QualName = "input", ElementSize = 52, LocalName = 
"input")
public class Input
    implements Serializable
{

    private Short a;
    private Short b;
    private Integer c;
    private Integer d;
    private Long e;
    private Byte f;
    private Short g;
    private Integer h;
    private Float i;
    private Double j;
    private BitSet k = new BitSet(10);
    private String l;
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    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "a", ObjectClass = 1, Level = 1, 
Structure = 2, Offset = 0, ElementSize = 2, IdentifierElement = 1)
    public Short getA() {
        return a;
    }

    public void setA(Short aParam) {
        this.a = aParam;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "b", ObjectClass = 1, Level = 1, 
Structure = 3, Offset = 2, ElementSize = 2, IdentifierElement = 2)
    public Short getB() {
        return b;
    }

    public void setB(Short bParam) {
        this.b = bParam;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "c", ObjectClass = 1, Level = 1, 
Structure = 4, Offset = 4, ElementSize = 4, IdentifierElement = 3)
    public Integer getC() {
        return c;
    }

    public void setC(Integer cParam) {
        this.c = cParam;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "d", ObjectClass = 1, Level = 1, 
Structure = 5, Offset = 8, ElementSize = 4, IdentifierElement = 4)
    public Integer getD() {
        return d;
    }

    public void setD(Integer dParam) {
        this.d = dParam;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "e", ObjectClass = 1, Level = 1, 
Structure = 6, Offset = 12, ElementSize = 8, IdentifierElement = 5)
    public Long getE() {
        return e;
    }

    public void setE(Long eParam) {
        this.e = eParam;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "f", ObjectClass = 1, Level = 1, 
Structure = 17, Offset = 20, ElementSize = 1, IdentifierElement = 6)
    public Byte getF() {
        return f;
    }
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    public void setF(Byte fParam) {
        this.f = fParam;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "g", ObjectClass = 1, Level = 1, 
Structure = 19, Offset = 22, ElementSize = 2, IdentifierElement = 8)
    public Short getG() {
        return g;
    }

    public void setG(Short gParam) {
        this.g = gParam;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "h", ObjectClass = 1, Level = 1, 
Structure = 21, Offset = 24, ElementSize = 4, IdentifierElement = 9)
    public Integer getH() {
        return h;
    }

    public void setH(Integer hParam) {
        this.h = hParam;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "i", ObjectClass = 1, Level = 1, 
Structure = 8, Offset = 28, ElementSize = 4, IdentifierElement = 10)
    public Float getI() {
        return i;
    }

    public void setI(Float iParam) {
        this.i = iParam;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "j", ObjectClass = 1, Level = 1, 
Structure = 10, Offset = 32, ElementSize = 8, IdentifierElement = 11)
    public Double getJ() {
        return j;
    }

    public void setJ(Double jParam) {
        this.j = jParam;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "k", ObjectClass = 1, Level = 1, 
Structure = 26, Offset = 40, ElementSize = 0, IdentifierElement = 12, 
BitOffset = 0, BitLength = 10)
    public BitSet getK() {
        return k;
    }

    public void setK(BitSet kParam) {
        this.k = kParam;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "l", ObjectClass = 1, Level = 1, 
Structure = 0, Offset = 42, ElementSize = 10, IdentifierElement = 14)

DDL 句の例 147



    public String getL() {
        return l;
    }

    public void setL(String lParam) {
        this.l = lParam;
    }

}

OCCURS 句

OCCURS 句を使用した次の DDL 定義は、Java Bean の配列にマップされます。配列の 2 つの get メソッ
ドと 2 つの set メソッドがあります。プロパティ自体に対する単純な get および set のペアと、インデッ
クス付きの get および set メソッドです。注釈は、直接の get メソッドのみに利用できます。フィールド
は、DDL で指定されている OCCURS 要素のサイズに初期化されます。

DDL：
DEF FNAME.
02 f-name PIC X(15).
END.
DEF LNAME.
02 l-name PIC X(15).
END.
DEF NAME.
02 first-name TYPE fname.
02 last-name Type lname.
END.
DEF ENAME.
02 pet-name TYPE name.
02 full-name TYPE name.
END.
DEF INPUT.
02 emp-name TYPE ename.
02 emp-addr PIC X(15).
02 num-dep TYPE BINARY 16 MUST BE 0 THRU 2.
02 dep-name PIC X(15)
OCCURS 0 TO 12 TIMES
DEPENDING ON num-dep.
END
Java Bean：

package com.hpe.nonstop.test;

import java.io.Serializable;
import com.hp.nonstop.ddl2bean.annotations.DdlField;
import com.hp.nonstop.ddl2bean.annotations.DdlGroup;

@DdlGroup(Version = "1.0", QualName = "input", ElementSize = 258, LocalName 
= "input")
public class Input
    implements Serializable
{

    private Ename emp_Name;
    private String emp_Addr;
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    private Short num_Dep;
    private String[] dep_Name = new String[ 12 ] ;

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "emp_name", ObjectClass = 0, Level 
= 1, Structure = 0, Offset = 0, ElementSize = 60, IdentifierElement = 1)
    public Ename getEmp_Name() {
        return emp_Name;
    }

    public void setEmp_Name(Ename emp_nameParam) {
        this.emp_Name = emp_nameParam;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "emp_addr", ObjectClass = 1, Level 
= 1, Structure = 0, Offset = 60, ElementSize = 15, IdentifierElement = 12, 
ValidationPattern = "\\p{Sc}{0,15}")
    public String getEmp_Addr() {
        return emp_Addr;
    }

    public void setEmp_Addr(String emp_addrParam) {
        this.emp_Addr = emp_addrParam;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "num_dep", ObjectClass = 1, Level 
= 1, Structure = 2, Offset = 76, ElementSize = 2, IdentifierElement = 14)
    public Short getNum_Dep() {
        return num_Dep;
    }

    public void setNum_Dep(Short num_depParam) {
        this.num_Dep = num_depParam;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "dep_name", ObjectClass = 1, Level 
= 1, Structure = 0, Offset = 78, ElementSize = 15, IdentifierElement = 15, 
OccursMax = 12, ValidationPattern = "\\p{Sc}{0,15}")
    public String[] getDep_Name() {
        return dep_Name;
    }

    public String getDep_Name(int index) {
        return (dep_Name[index]);
    }

    public void setDep_Name(String[] dep_nameParam) {
        this.dep_Name = dep_nameParam;
    }

    public void setDep_Name(int index, String dep_nameParam) {
        this.dep_Name[index]=dep_nameParam;
    }

}

REDEFINES 句
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Ddl2Bean ツールは、マーカーインターフェイスを使用して REDEFINES を処理します。Ddl2Bean コー
ド生成機能は以下のコードを生成します。

• 元のフィールドのビーン。

• 再定義したフィールドのビーン。

• 共通のマーカーインターフェイス。

Java Bean によるこれらのフィールドのカプセル化では、get および set メソッドのデータタイプとして
共通マーカーインターフェイスを使用します。これは、ユーザーがビーンの定義を使用する場合に役立ち
ます。Ddl2Bean I/O モジュールは、このようなビーンを処理するために次の 2 つの特別な注釈を使用し
ます。

• @RedefinedAs
：この注釈はマーカーインターフェイスで使用されます。この注釈の値は、このマーカーインターフ
ェイスを実装しているすべてのクラス名の配列です。

Ddl2BeanObjectInputStream
は、この注釈内で指定したクラスをロードして、メモリに注釈をロードします。デフォルトでは、コ
ード生成ツールはこの注釈を生成し、特定のインターフェイスのコード生成中に見つかったすべての
インプリメンターに値を設定します。

• @ReturnType
：これは、カプセル化している Java Bean でのフィールドまたは再定義されたフィールドの getter メ
ソッドで使用されるメソッドレベルの注釈です。この注釈の値は、マーカーインターフェイスのいず
れかのインプリメンターのクラス名です。

Ddl2BeanObjectInputStream
は、この注釈で指定されたタイプのオブジェクトを作成します。デフォルトでは、コード生成ツール
はこの注釈を生成し、元のフィールドに値を設定します。

上記の両方の注釈は、DDL で REDEFINES 句を使用するために必須です。コード生成機能は、再定義さ
れたプリミティブデータタイプに対して（フィールドではなく）Java Bean を生成します。

DDL：
DEFINITION INPUT.
02 emp-id PIC 9(4).
02 emp-name PIC X(22).
02 emp-type PIC X.
02 exmpt-emp.
04 salary PIC 9(6)V99.
02 non-exmpt-emp REDEFINES exmpt-emp. ! Redefines salary
04 hrly-wage PIC 9(3)V99.
04 hrs-wrkd PIC 9(3).
02 dept PIC 9(4).
02 emp-sex PIC X.
02 spouse-name PIC X(22).
END.
Java Bean：
package com.hpe.nonstop.test;

import java.io.Serializable;
import com.hp.nonstop.ddl2bean.annotations.DdlField;
import com.hp.nonstop.ddl2bean.annotations.DdlGroup;
import com.hp.nonstop.ddl2bean.annotations.ReturnType;
import com.hpe.nonstop.test.input.Exmpt_EmpMarker;

@DdlGroup(Version = "1.0", QualName = "input", ElementSize = 62, LocalName = 
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"input")
public class Input
    implements Serializable
{

    private String emp_Id;
    private String emp_Name;
    private String emp_Type;
    private Exmpt_EmpMarker exmpt_Emp;
    private String dept;
    private String emp_Sex;
    private String spouse_Name;

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "emp_id", ObjectClass = 1, Level = 
1, Structure = 1, Offset = 0, ElementSize = 4, IdentifierElement = 1, 
ValidationPattern = "\\d{0,4}")
    public String getEmp_Id() {
        return emp_Id;
    }

    public void setEmp_Id(String emp_idParam) {
        this.emp_Id = emp_idParam;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "emp_name", ObjectClass = 1, Level 
= 1, Structure = 0, Offset = 4, ElementSize = 22, IdentifierElement = 2, 
ValidationPattern = "\\p{Sc}{0,22}")
    public String getEmp_Name() {
        return emp_Name;
    }

    public void setEmp_Name(String emp_nameParam) {
        this.emp_Name = emp_nameParam;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "emp_type", ObjectClass = 1, Level 
= 1, Structure = 0, Offset = 26, ElementSize = 1, IdentifierElement = 3, 
ValidationPattern = "\\p{Sc}?")
    public String getEmp_Type() {
        return emp_Type;
    }

    public void setEmp_Type(String emp_typeParam) {
        this.emp_Type = emp_typeParam;
    }

    @ReturnType("com.hpe.nonstop.test.input.Exmpt_Emp")
    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "exmpt_emp", ObjectClass = 0, 
Level = 1, Structure = 0, Offset = 27, ElementSize = 8, IdentifierElement = 
4)
    public Exmpt_EmpMarker getExmpt_Emp() {
        return exmpt_Emp;
    }

    public void setExmpt_Emp(Exmpt_EmpMarker exmpt_empParam) {
        this.exmpt_Emp = exmpt_empParam;
    }
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    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "dept", ObjectClass = 1, Level = 
1, Structure = 1, Offset = 35, ElementSize = 4, IdentifierElement = 9, 
ValidationPattern = "\\d{0,4}")
    public String getDept() {
        return dept;
    }

    public void setDept(String deptParam) {
        this.dept = deptParam;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "emp_sex", ObjectClass = 1, Level 
= 1, Structure = 0, Offset = 39, ElementSize = 1, IdentifierElement = 10, 
ValidationPattern = "\\p{Sc}?")
    public String getEmp_Sex() {
        return emp_Sex;
    }

    public void setEmp_Sex(String emp_sexParam) {
        this.emp_Sex = emp_sexParam;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "spouse_name", ObjectClass = 1, 
Level = 1, Structure = 0, Offset = 40, ElementSize = 22, IdentifierElement = 
11, ValidationPattern = "\\p{Sc}{0,22}")
    public String getSpouse_Name() {
        return spouse_Name;
    }

    public void setSpouse_Name(String spouse_nameParam) {
        this.spouse_Name = spouse_nameParam;
    }

}

BIT フィールド

次の DDL 定義は、長さを指定して、機械語形式でパックされている BIT のデータタイプを示しています。
bit-field演算子は、Java で使用できません。そのため、Java Bean のプロパティは、DDL コンパイラ

で挿入されたフィラーを持つショートタイプとしてすべての DDL フィールドについて生成されます。-x
オプションを使用して、Bean のすべての注釈（@BitOffsetと@BitLengthを含む）を生成し、ビット

演算を使用できます。

DDL：
DEFINITION INPUT.
02 bits-8 Type BIT 8.
02 bits-3 Type BIT 3.
02 bits-2 Type BIT 2.
02 bits-10 Type BIT 10.
02 bits-1 Type BIT 1.
END.
Java Bean：
package com.hpe.nonstop.test;
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import java.io.Serializable;
import java.util.BitSet;
import com.hp.nonstop.ddl2bean.annotations.DdlField;
import com.hp.nonstop.ddl2bean.annotations.DdlGroup;

@DdlGroup(Version = "1.0", QualName = "input", ElementSize = 4, LocalName = 
"input")
public class Input
    implements Serializable
{

    private BitSet bits_8 = new BitSet(8);
    private BitSet bits_3 = new BitSet(3);
    private BitSet bits_2 = new BitSet(2);
    private BitSet bits_10 = new BitSet(10);
    private BitSet bits_1 = new BitSet(1);

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "bits_8", ObjectClass = 1, Level = 
1, Structure = 26, Offset = 0, ElementSize = 0, IdentifierElement = 1, 
BitOffset = 0, BitLength = 8)
    public BitSet getBits_8() {
        return bits_8;
    }

    public void setBits_8(BitSet bits_8Param) {
        this.bits_8 = bits_8Param;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "bits_3", ObjectClass = 1, Level = 
1, Structure = 26, Offset = 0, ElementSize = 0, IdentifierElement = 2, 
BitOffset = 8, BitLength = 3)
    public BitSet getBits_3() {
        return bits_3;
    }

    public void setBits_3(BitSet bits_3Param) {
        this.bits_3 = bits_3Param;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "bits_2", ObjectClass = 1, Level = 
1, Structure = 26, Offset = 0, ElementSize = 0, IdentifierElement = 3, 
BitOffset = 11, BitLength = 2)
    public BitSet getBits_2() {
        return bits_2;
    }

    public void setBits_2(BitSet bits_2Param) {
        this.bits_2 = bits_2Param;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "bits_10", ObjectClass = 1, Level 
= 1, Structure = 26, Offset = 2, ElementSize = 0, IdentifierElement = 5, 
BitOffset = 0, BitLength = 10)
    public BitSet getBits_10() {
        return bits_10;
    }
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    public void setBits_10(BitSet bits_10Param) {
        this.bits_10 = bits_10Param;
    }

    @DdlField(Version = "1.0", QualName = "bits_1", ObjectClass = 1, Level = 
1, Structure = 26, Offset = 2, ElementSize = 0, IdentifierElement = 6, 
BitOffset = 10, BitLength = 1)
    public BitSet getBits_1() {
        return bits_1;
    }

    public void setBits_1(BitSet bits_1Param) {
        this.bits_1 = bits_1Param;
    }
}
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Ddl2Bean プリミティブ

次のコードは、Ddl2BeanPrimitiveと DDL の BIT タイプのパッキングの実装例を示しています。

/*
 Copyright 2016 Hewlett-Packard Company

 This software is provided subject to the terms of your
 existing license agreement with Hewlett Packard
 Development Company, L.P. or its reseller, integrator,
 distributor or other authorized sub-licensor for the
 use of Licensed Products or Software supplied by
 Hewlett Packard Development Company, L.P..
 */
package com.hp.nonstop.ddl2bean;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.ByteOrder;
import java.util.BitSet;

/**
 * This class represents two contiguous bytes represented as 'char' 
primitive datatype.
 * The BIT datatype of DDL is optimized to pack as many bit fields in a 2-
byte word as possible.
 * This class uses the BitSet and char to pack the BIT fields. This program 
also demonstrates the use of 
 * Ddl2BeanPrimitive interface.
 * 
 * @author Rajashekar Yalavigi
 */
public class MachineWord implements Ddl2BeanPrimitive<BitSet> {
    
    //BitSet is convenient. But actual size can never be fetched. 
    //Hence, short is the intermediary to BitSet
    
    private static final int LENGTH=16; 
    private char value=0x0000;
    
    int offset = 0;
    
    /**
     * Initializes the two bytes of char datatype to 0x00
     */
    public MachineWord(){        
        initialize((short)0x0000);
    }

    /**
     * Initializes the two bytes of char datatype to a short value 
represented as String
     * @param val The string representation of a short datatype
     */
    public MachineWord(String val) {
        initialize(Short.parseShort(val));
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    }

    /**
     * Initializes the two bytes of char datatype to a short value
     * @param value The value of 2-bytes in short
     */
    public MachineWord(short value) {
        initialize(value);
    }

    /**
     * Initializes the two bytes of char datatype using byte array
     * @param b The value of 2-bytes in byte
     */
    public MachineWord(byte[] b) {
        if ( ( b == null ) || (b.length !=2))
            throw new ArrayIndexOutOfBoundsException("Data in byte[] does 
not represent BIT type");
        //Convert byte to short
        ByteBuffer bb = ByteBuffer.allocate(2);
        bb.order(ByteOrder.LITTLE_ENDIAN);
        bb.put(b);
        bb.flip(); 
        initialize(bb.getShort());
    }
    
    private void initialize(short sh) {
        this.offset = 0;
        this.value=(char)sh;
    }
    
    /**
     * Constructs a BitSet object from bytes. The length of the BitSet 
object will be 16.
     * @param bytes The 2-byte word
     * @return The new created BitSet object
     */
    @Override
    public BitSet valueOf(byte[] bytes) {
        if ( ( bytes == null ) || (bytes.length !=2))
            throw new ArrayIndexOutOfBoundsException("Data in byte[] does 
not represent BIT type");
        return BitSet.valueOf(bytes);
    }

    /**
     * Constructs a BitSet object from short datatype. The length of the 
BitSet object will be 16.
     * @param val The 2-byte word in short datatype format represented as 
String
     * @return The newly created BitSet object
     */
    @Override
    public BitSet valueOf(String val) {
        //Convert byte to short
        ByteBuffer bb = ByteBuffer.allocate(2);
        bb.order(ByteOrder.LITTLE_ENDIAN);
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        bb.putShort(Short.valueOf(val).shortValue());
        bb.flip(); 
        return BitSet.valueOf(bb.array());
    }

    /**
     * Gets the underlying char object in a 2 byte array. This can be used 
to write to the Ddl2BeanObjectOutputStream
     * @return The two byte representing the 2-byte word
     */
    @Override
    public byte[] getBytes() {
        ByteBuffer bb = ByteBuffer.allocate(2);
        bb.order(ByteOrder.LITTLE_ENDIAN);
        bb.putShort((short)value);
        bb.flip(); 
        return bb.array();
    }

    /**
     * This is a not a supported feature. BitSet cannot be represented as 
pattern.
     * @param pattern Java pattern against which the data has to be parsed 
from 
     * @return
     * @throws IllegalArgumentException 
     */
    @Override
    public BitSet parse(String pattern) throws IllegalArgumentException {
        throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); 
    }
    
    /**
     * Checks whether the underlying char object is fully utilized
     * @return true if all the 16 bits are utilized. False, if it can 
accomodate more bits.
     */
    public boolean isFull() {
        return  (offset >= LENGTH);
    }
    
    /**
     * Checks whether the underlying char object can accomodate numBits 
without losing data.
     * @param numBits : The number of bits to be inserted into a char object
     * @return true, if the current offset+numBits is < 16. else false.
     */
    public boolean willAccomodate(int numBits) {
        return ( (offset+numBits) < LENGTH );
    }
    
    /**
     * Flips the current offset 0 for reading
     */
    public void flip() {
        offset=0;
    }
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    /**
     * Sets the current offset 0 for reading. Initializes the underlying 
char value to 0x0000
     */
    public void reset() {
        offset=0;
        value=(char)0x0000;
    }
    
    /**
     * Sets the totalBits from BitSet bs in the underlying char object. The 
offset is incremented by totalBits.
     * Throws ArrayIndexOutOfBoundsException, if char cannot accomodate 
totalBits.
     * @param bs The BitSet to be inserted
     * @param totalBits The number of bits in BitSet to be considered
     */
    public void setValue(BitSet bs, int totalBits) {
        if ( (offset+totalBits) >= LENGTH)
            throw new ArrayIndexOutOfBoundsException("No such index in BIT 
field:["+offset+","+totalBits+"]");
        for ( int i=0; i < totalBits; i++ ) {
            boolean b = bs.get(i);
            if ( b ) {
                setBit(offset);
            }
            offset = (offset+1)/*%LENGTH*/; 
        }
    }
    
    /**
     * Gets numBits as a BitSet object from current offset.
     * @param numBits The number of bits to be read.
     * @return The BitSet object.
     */
    public BitSet getValue(int numBits) {
        if ( (offset+numBits) >= LENGTH)
            throw new ArrayIndexOutOfBoundsException("No such index in BIT 
field:["+offset+","+numBits+"]");
        BitSet bs = new BitSet(numBits);
        for ( int i=0; i < numBits; i++ ) {
            boolean b = getBit(offset);
            bs.set(i,b);
            offset = (offset+1)/*%LENGTH*/;
        }
        return bs;
    }
    
    /**
     * Sets the n'th bit with value '1'
     * @param n The index of bit in char
     */
    private void setBit(int n) {
        if ( ( n < 0 ) || ( n >= LENGTH ) )
            throw new ArrayIndexOutOfBoundsException("No such index in BIT 
field:"+n);
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        char bit = (char)(1 << n); 
        value |= bit;
    }
    
    /**
     * Returns the value of bit at n'th position of char as boolean.
     * @param n : The index of the bit in char
     * @return True if the bit at n'th position is '1'. False if the bit at 
n'th position is '0'
     */
    private boolean getBit(int n) {
        if ( ( n < 0 ) || ( n >= LENGTH ) )
            throw new ArrayIndexOutOfBoundsException("No such index in BIT 
field:"+n);
        char bit = (char)( 1 << n);
        char nu = (char)(value & bit);
        return (((short)bit) == ((short)nu));
    }
 
}
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用語集

A
Abstract Class（抽象クラス）

Java では、サブクラスを派生できる親としてのみ指定され、それ自体はインスタンス生成には適して
いないクラス。抽象クラスは多くの場合、不完全な機能セットを「抽象化」するために使用されます。
抽象後、欠けた部分のさまざまなバリエーションを追加する兄弟サブクラスのグループで共有するこ
とができます。

Abstract Window Toolkit (AWT)（抽象ウィンドウツールキット（AWT））

Java のグラフィカルユーザーインターフェイスを実装しているパッケージ。詳しくは、Oracle の
AWT ホームページを参照してください。

American Standard Code for Information Interchange（ASCII）

現代のコンピューターの主流の文字セットエンコーディング。ASCII は、1 文字ごとに 7 ビットを使
用します。これには、アクセント文字や英語で使用されないその他の文字形式（ドイツ語の ß やノル
ウェー語の æ など）は一切含まれません。Unicode と比べてください。

American National Standards Institute（ANSI）

コンピューターや通信などの多くの領域における米国の規格の承認を担当する米国政府機関。ANSI
は ISO のメンバーです。ANSI では、ANSI および ISO（国際）規格を販売しています。

ANSI

「American National Standards Institute（ANSI）」を参照してください。

API

「アプリケーションプログラムインターフェイス（API）」を参照してください。

Application Program（アプリケーションプログラム）

1. 特定の目的のためにユーザーに向けて、またはユーザーによって作成されたソフトウェアプログラ
ム。

2. 制御関数ではなく、データ処理関数を実行するコンピュータープログラム。

Application Program Interface (API)（アプリケーションプログラムインターフェイス（API））

アプリケーションプログラムが、他のソフトウェアコンポーネントと通信するために呼び出す関数や
プロシージャーのセット。

ASCII

「American Standard Code for Information Interchange（ASCII）」を参照してください。

AWT

「抽象ウィンドウツールキット（AWT）」を参照してください。

B
Branded（ブランド）

Oracle が準拠と認定した Java 仮想マシン。

160  用語集

http://www.oracle.com/technetwork/java/intro-137905.html


Browser（ブラウザー）

ハイパーテキストを読み込むためのプログラム。ブラウザーを使用して、ノードの内容を表示し、ノ
ードからノードに移動できます。Internet Explorer、Netscape Navigator、NCSA Mosaic、Lynx、およ
び W3 が WWW のブラウザーの代表例です。リモートサーバーへのクライアントとして機能します。

Bytecode（バイトコード）

Java コンパイラである javac が生成するコード。

C
C Language（C 言語）

1960 年代後半にベル研究所のデニス・リッチーによって開発された、広く使用されている汎用のプロ
グラミング言語。C は、UNIX 環境でのプログラムの開発に使用される主要言語です。

C++ Language（C++言語）

オブジェクト指向プログラムの開発での使用に適合されてきた、C 言語からの派生言語。

CGI

「Common Gateway Interface（CGI）」を参照してください。

Class Path（クラスパス）

Java 仮想マシンおよび/usr/tandem/java/binディレクトリに置かれているその他の Java プロ

グラムが、クラスライブラリ（classes.zip など）を検索するディレクトリ。明示的に、または
CLASSPATH環境変数を使用してクラスパスを設定できます。

Client（クライアント）

サーバーからサービスを要求するソフトウェアプロセス、ハードウェアデバイス、またはそれら 2 つ
の組み合わせ。多くの場合、クライアントは、プログラム可能なワークステーション上に存在するプ
ロセスであり、ユーザーインターフェイスを提供するプログラムの一部です。ワークステーションク
ライアントは、プログラムロジックの他の部分を実行する場合もあります。リクエスターとも呼ばれ
ます。

Command（コマンド）

オペレーターまたはプログラムによって要求された操作。サブシステムによるアクションの要求やサ
ブシステムからの情報の要求。コマンドは通常、プログラムからサブシステムにプロセス間メッセー
ジとして伝達されます。

Common Gateway Interface（CGI）

サーバー用の World Wide Web 標準インターフェイスで、多くの場合、C 言語で作成されています。
NSJ8 は、iTP Secure WebServer とともにサーブレットを使用して、Java の CGI 風の使用をサポー
トしています。「Pathway CGI」も参照してください。

Common Object Request Broker Architecture（CORBA）

準拠しているオブジェクトが、配置先のマシンやオペレーティングシステムのタイプとは無関係に、
ネットワーク上でやり取りできるようにする OMG 規格。Java は、Java IDL および JTS を使用して
この規格と相互運用します。

Compiler (C3)（コンパイラ（C3））

アプリケーションパフォーマンス用の JVM Hotspot コンパイラバックエンド。ただし、これは L15.02
ではサポートされません。以下の C3 コンパイラ固有の JVM オプションは、L15.02 の Java では使用
できません。

• -XX:+UseC3
• -XX:+C3Verbose
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• -XX:+CompilerOpts
• -XX:+TimeCompilerFull
• -XX:TimeCompilerLog
• -XX:+CaliperOptoOutput
• -XX:+OfflineLoadProf

Concurrency（同時実行性）

2 つ以上のトランザクションが同時にデータベース内の同じレコードに作用している状況。トランザ
クションを処理するために、プログラムはデータベースからの入力が整合していることを前提とし、
データベースに同時に複数の変更が行われていることを考慮しません。TMF は、同時実行制御を通じ
て同時トランザクションを管理します。

Concurrency Control（同時実行制御）

複数のプロセスによる同時アクセスからのデータベースレコードの保護。TMF は、影響を受けるレコ
ードを動的にロックおよびロック解除して、それらのレコードにアクセスするトランザクションを一
度に 1 つだけに制限することにより、この制御を適用します。

Concurrent Mark Sweep Garbage Collector (CMS GC)（コンカレントマークスイープガーベジコレク
ター（CMS GC））

コンカレントマークスイープ（CMS）は、HotSpot JVM ローポーズガベージコレクターの 1 つです。
CMS は、メモリの回収作業のほとんどをアプリケーションと同時に（停止させずに）行うことができ
ます。

Conformant（準拠）

Java の実装は、Java SE 8 のすべてのテストに合格している場合、準拠していることになります。

CORBA

「Common Object Request Broker Architecture（CORBA）」を参照してください。

Core Packages（コアパッケージ）

互換性のあるあらゆる実装でサポートしている必要のある、Java プラットフォームエディションの必
須 API セット。

D
Data Control Language (DCL)（データ制御言語（DCL））

SQL 言語内のデータ制御文のセット。

Data Definition Language (DDL)（データ定義言語（DDL））

データベースのすべての属性およびプロパティ、特にレコードレイアウト、フィールド定義、キーフ
ィールド、フィールド位置、ファイル位置、およびストレージ戦略を定義する言語。

DCL

「データ制御言語（DCL）」を参照してください。

DDL

「データ定義言語（DDL）」を参照してください。

Debuggee（デバッグ対象）

デバッグされているプロセス。プロセスは、デバッグ対象のアプリケーションと、アプリケーション
を実行している JVM から構成されます。
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Debugger（デバッガー）

プログラマがデバッグ対象プロセスの手順を進め、データを確認して、変数の値などの状況を監視で
きるように、Java デバッグインターフェイス（JDI）を使用してデバッグ対象に接続するように設計
されたプログラム。

Deserialization, object（逆シリアル化、オブジェクト）

オブジェクトのシリアル化の逆。

Distributed Garbage Collector (DGC)（分散ガーベジコレクター（DGC））

これは、Java プロセスが実行している同じ CPU 上で実行している GC プロセスによって、ガベージ
コレクションが実行されているパラレルおよび CMS ガベージコレクターを NSJ8 に実装したものを
指します。

Digital signature（デジタル署名）

改変される可能性のない、電子メッセージまたはドキュメントの送信者を自動的に識別する方法。

DNS

「ドメインネームサーバー（DNS）」を参照してください。

Domain Name Server (DNS)（ドメインネームサーバー（DNS））

ネットワークリソース名情報のメンテナンスおよび自動配信の機能を提供する、TCP/IP の一部である
HPE 製品。DNS は、リソース名の分散型管理を可能にし、サーバーの冗長化を規定して、信頼でき
るクエリサービスをユーザーにもたらします。

Driver（ドライバー）

NonStop SQL/MX など特定のデータベース管理システムへの接続を実装する JDBC のクラス。NSJ8
には、SQL/MP 用 JDBC ドライバー（JDBC/MP）と SQL/MX 用 JDBC ドライバー（JDBC/MX）のド
ライバーが実装されています。

E～F
Enscribe

サーバーとデータベースとの間のレコードアットアタイムインターフェイスを提供する HPE データ
ベース管理ソフトウェア。複数のプロセッサーに分散されたオペレーティングシステムの不可欠な部
分として、Enscribe は、プロセッサーモジュール、I/O チャネル、またはディスクドライブが失敗し
た場合のデータ整合性の確保に役立ちます。NonStop システム上のファイルは、Enscribe ファイルの
場合も、SQL/MP テーブルの場合も、SQL/MX テーブルの場合もあります。Enscribe ファイルは、構
造化することも非構造化することもできます。

Exception（例外）

プログラムを正常に続行できなくするプログラム実行中のイベント。一般にエラー。Java のメソッ
ドでは、throw キーワードを使用して例外を生成し、try、catch、および finally のブロックを使用して
例外を処理します。

Expand（展開）

地理的に分散した NonStop システムのネットワークにフォールトトレランスの概念を拡張した HPE
NonStop オペレーティングシステムネットワーク。ネットワークが適切に設計されていれば、単一回
線障害またはコンポーネント障害が起きた場合でも、通信パスを常に使用できます。

Expandability（拡張性）

「スケーラビリティ」を参照してください。

Fault Tolerance（フォールトトレランス）

データや機能を失わずに、単一の障害（システムコンポーネントの障害）の間やその後で処理を続行
できるコンピューターシステムの能力。
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G
G1 GC

G1 コレクターは、大容量メモリのマルチプロセッサーマシンを対象としたサーバースタイルのガベ
ージコレクターです。これは、ガベージコレクション（GC）中断時間の目標を高い確率で満たしなが
ら、高いスループットを達成しています。

Garbage Collection（ガベージコレクション）

プログラムの実行中に、動的に割り当てられたストレージを回収するプロセス。この用語は通常、ガ
ベージコレクター（ランタイムシステムの一部）がストレージの自動的で定期な再利用を指し、特定
のメモリブロックを解放する明示的なコードとは対比されます。

Graphical User Interface (GUI)（グラフィカルユーザーインターフェイス（GUI））

グラフィック表示形式を使用してユーザー制御を提供するソフトウェア。GUI ソフトウェアは、ビッ
トマップされたアイコン指向のグラフィカル環境を提供します。

Guardian

NonStop オペレーティングシステムでの双方向のプログラミング的な使用が可能な環境。Guardian
環境で実行するプロセスは、Guardian システムプロシージャーコールを API として使用します。
Guardian 環境の対話操作を実行するユーザーは、TACL または他の HPE 製品のコマンドインタープ
リターを使用します。OSS と比較してください。

GUI

「グラフィカルユーザーインターフェイス（GUI）」を参照してください。

H
Hotspot Virtual Machine（Hotspot 仮想マシン）

「Java Hotspot 仮想マシン」を参照してください。

HPE JDBC Driver for SQL/MP（JDBC/MP）

SQL/MP へのアクセスを可能にし、JDBC API に準拠する製品。

HPE JDBC Driver for SQL/MX（JDBC/MX）

SQL/MX へのアクセスを可能にし、JDBC API に準拠する製品。

HPE NonStop Operating System（HPE NonStop オペレーティングシステム）

NonStop システムのオペレーティングシステム。

HPE NonStop Server for Java（Java Standard Edition 8.0 に基づく）

Java SE 8.0 に準拠する Java HotSpot 仮想マシンを備えた NonStop Server for Java 製品の正式名。
「NonStop Server for Java 8.0」も参照してください。

HPE NonStop Server for Java Transaction API

Java Transaction API（JTA）の実装。NonStop Server for Java Transaction API には、JTS を使用す
るバージョンも、TMF を使用するバージョンもあります。

HP NonStop SQL MP（SQL/MP）

HPE NonStop Structured Query Language/MP、NonStop サーバー用の HPE リレーショナルデータベ
ース管理システム。

HPE NonStop SQL/MX（SQL/MX）

HPE NonStop Structured Query Language/MX、NonStop サーバーでのビジネスクリティカルなアプ
リケーション用の HPE 次世代リレーショナルデータベース管理システム。
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HPE NonStop System（HPE NonStop システム）

NonStop オペレーティングシステムをサポートする HPE コンピューター（ハードウェアおよびソフ
トウェア）。

HPE NonStop Technical Library（HPE NonStop テクニカルライブラリ）

NonStop コンピューティング技術情報へのブラウザーベースのインターフェイス。

HPE NonStop Transaction Management Facility (TMF)（HPE NonStop トランザクション管理ファシ
リティ（TMF））

トランザクションの保護、データベースの整合性、およびデータベースのリカバリを提供する HPE 製
品。NonStop SQL データベースに対して JDBC ドライバーを通じて発行された SQL 文は、TMF サブ
システムのプロシージャーを呼び出します。

HPE NonStop TS MP（TS/MP）

オンライントランザクション処理（OLTP）環境で NonStop SQL/MP データベースや Enscribe データ
ベースにアクセスする Pathway サーバーの作成をサポートする HPE 製品。

HPE Tandem Advanced Command Language（TACL）

オペレーティングシステムのコマンドインタープリター。プログラミング言語としても機能し、ユー
ザーがエイリアス、マクロ、ファンクションキーを定義できるようにします。

HTML

「Hypertext Markup Language（HTML）」を参照してください。

HTTP

「Hypertext Transfer Protocol（HTTP）」を参照してください。

Hyperlink（ハイパーリンク）

あるハイパーテキストドキュメント内のある場所から、別のドキュメント内の場所や同じドキュメン
ト内の別の場所への参照（リンク）。ブラウザーは通常、別の色、フォント、またはスタイルでハイパ
ーリンクを表示します。ユーザーがリンクをアクティブ化すると（通常はマウスでクリック）、リンク
の対象がブラウザーに表示されます。

Hypertext（ハイパーテキスト）

対話型ブラウザーを用いて、閲覧者があるマニュアルから別のマニュアルに簡単に移動できるように
する相互参照またはリンクを含んだ一連のマニュアル（ノード）。

Hypertext Mark-up Language（HTML）

World Wide Web で使用されるハイパーテキストドキュメント形式。

Hypertext Transfer Protocol（HTTP）

HTML ドキュメントの交換に World Wide Web で使用されるクライアントサーバーの TCP/IP プロト
コル。

I
IEC

「International Electrotechnical Commission（IEC）。国際電気標準会議」を参照してください。

IEEE

Institute for Electrical and Electronic Engineers（IEEE）。米国電気電子技術者協会。

Inlining（インライン化）

メソッドコールを呼び出されるメソッドのコードに置き換えて、コールを解消すること。
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Interactive（対話形式）

ユーザーとコンピューターシステムとの間の質問と回答の交換。

Interface（インターフェイス）

一般に、人、プログラム、またはデバイス同士の通信または相互接続のポイント、またはそのやり取
りのための一連のルール。「API」も参照してください。

International Electrotechnical Commission（IEC）（国際電気標準会議）

ISO と同じレベルの標準化団体。

International Organization for Standardization（ISO）（国際標準化機構）

1946 年に創設された自発的な非条約的組織。コンピューターや通信など多くの領域での国際的な標
準の作成を担います。そのメンバーは、ANSI を含む 89 カ国の国家規格組織です。

Internet（インターネット）

TCP/IP ネットワーク通信プロトコルを使用する、相互接続された何千ものネットワークによるネット
ワーク。電子メール、ファイル転送、ニュース、リモートログイン、および数千のデータベースへの
アクセスを提供します。インターネットには、次の 3 種類のネットワークが含まれています。

• NSFNET や MILNET などの高速バックボーンネットワーク

• 企業ネットワークや大学ネットワークなどの中間レベルのネットワーク

• 個々の LAN などのスタブネットワーク

Interoperability（相互運用性）

1. 複数のベンダーのシステムや、同じベンダーからのオペレーティングシステムの複数バージョンな
どの異種の環境間で通信、プログラムの実行、またはデータ転送を行う機能。HPE のドキュメン
トでは、このコンテキストで接続性という用語を使用することが多いですが、他のベンダーでは、
ハードウェアの互換性を意味するために接続性を使用します。

2. NonStop システムノード内で、ある環境から別の環境への機能またはファシリティを使用する能
力。

たとえば、OSS 環境での gtaclコマンドは、対話型ユーザーが Guardian 環境で Guardian ツール

を起動して使用できるようにします。

Interpreter（インタープリター）

ネイティブマシンコードのバイトコードを解釈する Java 仮想マシンのコンポーネント。

Invocation API（呼び出し API）

Java 仮想マシンを起動し、そのマシン上でメソッドを呼び出す C 言語 API。呼び出し API は JNI のサ
ブセットです。

Internet Protocol version 6（IPv6）（インターネットプロトコルバージョン 6）

IP は、パケットの形式やアドレッシング方式を指定します。IP の現在のバージョンは IPv4 です。
IPv6 は、接続するホスト数と、転送されるデータトラフィックの合計量の両方の点から、インターネ
ットが着実に成長できるように設計された IP の新しいバージョンです。（IP はアイピーと発音されま
す）

IPv6

「Internet Protocol version 6（IPv6）。インターネットプロトコルバージョン 6」を参照してください。

IPU

Instruction Processing Unit は、プログラムの指示をメモリから取り出し、適切な順序で実行するため
の編成を行います。

ISO

「International Organization for Standardization（ISO）。国際標準化機構」を参照してください。
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iTP Secure WebServer

サーブレットを使用して NonStop Server for Java が組み込まれる HPE Web サーバー。

J
Java SE Development Kit（JDK）

Java SE プラットフォームに付属の開発キット。Java SE Runtime Environment（JRE）と比べてくだ
さい。「Java Platform Standard Edition 8.0（Java SE）」も参照してください。

Java SE Runtime Environment（JRE）

Java 仮想マシンおよびコアパッケージ。これは Java コマンドが呼び出す標準の Java 環境です。
Java SE Development Kit（JDK）と比べてください。「Java Platform Standard Edition 8.0（Java
SE)」も参照してください。

jar
Java アーカイブツール。複数のファイルを単一の Java アーカイブ（JAR）ファイルにまとめます。
また、Java アーカイブツールを実行するコマンドも指します。

JAR file（JAR ファイル）

Java アーカイブファイル。Java アーカイブツールによって生成されます。

java
Java アプリケーションランチャー。Java ランタイム環境を始動し、指定されたクラスをロードし、
そのクラスの mainメソッドを呼び出すことによりアプリケーションを起動します。

Java 2 Platform, Enterprise Edition（J2EE プラットフォーム）

エンタープライズアプリケーションを開発して展開するための環境。J2EE プラットフォームは、複
数階層の Web ベースアプリケーションを開発する機能を提供する一連のサービス、アプリケーション
プログラミングインターフェイス（API）、およびプロトコルから構成されます。

Java Platform Standard Edition（Java SE 8）

コア Java テクノロジープラットフォーム。デスクトップおよびサーバーでのアプリケーション開発
と、内蔵環境での展開に完全な環境を提供します。詳しくは、Oracle JDK 8.0 Documentation を参照
してください。

Java Conformance Kit（JCK）

Oracle の仕様に準拠するためにベンダーの JDK が合格する必要のある適合性テストをまとめたも
の。

Java Database Connectivity（JDBC）

Java プラットフォームと NonStop SQL/MP や NonStop SQL/MX などのリレーショナルデータベー
ス間の、データベースに依存しない接続用の業界標準。JDBC は、SQL ベースのデータベースアクセ
ス用のコールレベルの API を提供します。

Java Heap（Java ヒープ）

JVM が管理する Java オブジェクトの割り当て元のメモリの連続ブロック。

Java HotSpot Virtual Machine（Java HotSpot 仮想マシン）

サーバー環境で実行しているアプリケーションのプログラム実行速度を 大にするように設計された
Java 仮想マシン実装。この仮想マシンは、実行中のアプリケーションのパフォーマンスを動的に 適
化する適応型コンパイラを備えています。

Java IDL

「Java インターフェイス開発言語（Java IDL）」を参照してください。
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Java Interface Development Language (Java IDL)（Java インターフェイス開発言語（Java IDL））

CORBA と Java 相互運用性をサポートしているライブラリ。詳しくは、Oracle の Java IDL
documentation を参照してください。

Java Naming and Directory Interface（JNDI）

Java プラットフォームに対する標準の拡張。Java テクノロジー対応のアプリケーションプログラム
に、複数のネーミングサービスおよびディレクトリサービスに対する統一インターフェイスを提供し
ます。

Java Native Interface (JNI)（Java ネイティブインターフェイス（JNI））

Java クラスによって呼び出される C 関数が使用する C 言語インターフェイス。C プログラムから
Java 仮想マシンを起動する呼び出し API が含まれています。

Java Runtime（Java ランタイム）

「Java SE ランタイム環境」を参照してください。

Java Transaction API (JTA)（Java トランザクション API（JTA））

トランザクションマネージャーと、分散トランザクションシステムに関わる要素（リソースマネージ
ャー、アプリケーションサーバー、トランザクションアプリケーション）との間の標準 Java インタ
ーフェイスを指定する Oracle 製品。詳しくは、Oracle の JTA document を参照してください。

Java Transaction Service (JTS)（Java トランザクションサービス（JTS））

トランザクション API。OMG の OTS でモデル化されています。NSJ8 には、jts.Currentインタ

ーフェイスの実装が含まれています。

Java Virtual Machine (JVM)（Java 仮想マシン（JVM））

Java バイトコードをロード、リンク、確認、および解釈するプロセス。NSJ8 は、Java HotSpot サー
バー仮想マシンを実装しています。

JVM Heap（JVM ヒープ）

JVM は、その操作にメモリを割り当てる必要があります。これは、必要に応じて C ヒープ（NSJ8 以
前）から割り当てられます。このメモリはガベージコレクションで収集されません。

Java Virtual Machine Tool Interface (JVM TI)（Java 仮想マシンツールインターフェイス（JVM TI））

開発および監視ツールで使用されるプログラミングインターフェイス。状態を検査し、JVM で実行し
ているアプリケーションの実行を制御するために使用されます。それによって VM が提供するデバッ
グサービスを定義します。

JavaBeans

Java がサポートする、プラットフォームに依存しないコンポーネントアーキテクチャー。複数のハー
ドウェアおよびオペレーティングシステムの環境用のソフトウェアの開発またはアセンブルを目的と
しています。詳しくは、Oracle の JavaBeans document を参照してください。

JavaBeans Development Kit (BDK)（JavaBeans 開発キット（BDK））

NSJ8 に付属の JavaBeans を作成するための一連のツール。

javac
Java コンパイラ。Java ソースコードをバイトコードでコンパイルします。また、Java コンパイラを
実行するコマンドも指します。

javachk
Java Checker。Java 仮想マシンでの問題が TCP/IP 構成の誤りによるものかどうかを判断します。
また、Java Checker を実行するコマンドも指します。
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javadoc
Java API ドキュメントジェネレーター。Java ソースコードから、HTML 形式で API ドキュメントを
生成します。また、Java API ドキュメントジェネレーターを実行するコマンドも指します。

javah
C ヘッダーとスタブファイルジェネレーター。Java クラスから C ヘッダーファイルと C ソースファ
イルを生成し、Java および C コードがやり取りするための接続を提供します。また、C ヘッダーおよ
びスタブファイルジェネレーターを実行するコマンドも指します。

javap
Java クラスファイル逆アセンブラー。コンパイルした Java ファイルを逆アセンブルし、Java バイト
コードの表現を出力します。また、Java クラスファイル逆アセンブラーを実行するコマンドも指しま
す。

JCK

「Java Conformance Kit（JCK）」を参照してください。

jdb
Java デバッガー。Java プログラムのエラーの検出と修正に役立ちます。また、Java デバッガーを実
行するコマンドも指します。jdbは Java デバッガー API を使用します。

JDBC

「Java Database Connectivity（JDBC）」を参照してください。

JDBC/MP

「HPE JDBC Driver for SQL/MP（JDBC/MP）」を参照してください。

JDBC/MX

「HPE JDBC Driver for SQL/MX（JDBC/MX）」を参照してください。

JDK

「Java SE 開発キット（JDK）」を参照してください。

JNDI

「Java Naming and Directory Interface（JNDI）」を参照してください。

JNI

「Java ネイティブインターフェイス（JNI）」を参照してください。

jre
Java ランタイム環境。Java バイトコードを実行します。「Java SE Runtime Environment（JRE）」も
参照してください。

JTA

「Java トランザクション API（JTA）」を参照してください。

JTS

「Java トランザクションサービス（JTS）」を参照してください。

jts.Current
トランザクション境界を定義するための JTS インターフェイス。NSJ8 には、jts.Currentの実装

が含まれます。

JVM

「Java 仮想マシン（JVM）」を参照してください。
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JVM TI

「Java 仮想マシンツールインターフェイス（JVM TI）」を参照してください。

K～M
Key（キー）

1. データベース内のレコードを識別するために使用する値。レコードに固定関数を適用することに
よって導出されます。キーは多くの場合、単なるフィールドの 1 つです（レコードが行になってい
るテーブルであるとデータベースが見なされる場合は、列）。また、1 つまたは複数のフィールド
に関数を適用することによりキーを取得することができます。

2. 暗号化されたメッセージを復号して元のプレーンテキストを再現するために使用するアルゴリズ
ムで指定しなければならない値です。一部の暗号化方式では同じ（秘密）キーを使用してメッセー
ジを暗号化および解読しますが、公開キー暗号化ではプライベート（秘密）キーと、すべての当事
者によって知られている公開キーを使用します。

LAN

「LAN（ローカルエリアネットワーク）」を参照してください。

Local Area Network (LAN)（LAN（ローカルエリアネットワーク））

地理的に限定されているデータ通信ネットワーク（通常は半径 1 キロメートル）。端末、マイクロプロ
セッサー、コンピューターを隣接する建物内で容易に相互接続できます。イーサーネットは LAN の一
例です。

Macro（マクロ）

ダミー引数を含むことができるコマンドのシーケンス。マクロを実行するとき、ダミー引数に実際の
パラメーターが代入されます。

N
Native（非圧縮）

Java プログラミングにおいては、特定のプラットフォームで Java 以外の言語（C や C++など）で書
かれたもの。

Native Method（ネイティブメソッド）

Java クラスによって呼び出される、Java 以外のルーチン（C や C++などの言語で書かれている）。

native2ascii
ネイティブ - ASCII コンバーター。Unicode でエンコードされた文字を含むファイルの中のネイティ
ブエンコードされた文字を含むファイルを変換します。ネイティブ - ASCII コンバーターを実行する
コマンドでもあります。

Node（ノード）

1. コンピューターネットワークに接続されているアドレス指定可能なデバイス。

2. ハイパーテキストドキュメント。

NonStop Server for Java 8.0（NSJ8）

Java Platform Standard Edition 8.0 製品に基づいた NonStop Server for Java 製品の非公式名。この
製品は、エンタープライズサーバーのコンパクトで並列型、ダイナミックで移植可能なプログラムを
サポートする Java 環境です。

NonStop Technical Library（NonStop テクニカルライブラリ）

NonStop コンピューティング技術情報へのブラウザーベースのインターフェイス。NonStop テクニ
カルライブラリは、HPE Total Information Manager（TIM）に代わるものです。
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NSK

「HPE NonStop オペレーティングシステム」を参照してください。

NSKCOM

スワップ領域のプログラム管理ツール。

NSJ8

32 ビットと 64 ビット両方の NSJ を含む JDK。Oracle JDK 8.0 に基づいています。

nsjps

NonStop Java 仮想マシンプロセスステータスツール。詳しくは、HPE NonStop for Java 8.0 Tools
Reference Pages を参照してください。

O
Object Management Group (OMG)（OMG（オブジェクトマネージメントグループ））

CORBA を定義した標準団体。

Object Serialization（オブジェクト直列化）

以下をサポートすることによりオブジェクトのサポートを備えた、コア Java 入力/出力クラスを拡張
する、Oracle の手続き。

• オブジェクトと、そのオブジェクトから到達可能なオブジェクトの、バイトストリームでのエンコ
ーディング。

• ストリームからのオブジェクトグラフの補足的な再構築。

オブジェクト直列化は、軽量の永続化と、ソケットまたは RMI による通信に使用されます。デフォル
トのオブジェクトエンコーディングが非公開の一時的データを保護し、クラスの展開をサポートしま
す。クラスが独自の外部エンコーディングを実装でき、外部形式について全責任を負います。

OTS（オブジェクトトランザクションサービス）

OMG により採用されたトランザクションサービス標準。JTS のモデルとして使用されます。

ODBC

「ODBC（Open Database Connectivity）」を参照してください。

OLTP

「オンライントランザクション処理（OLTP）」を参照してください。

Old Generation (or Tenured Generation)（古い（Old）世代（または寿命の長い（Tenured）世代））

世代間ガベージコレクションでは、Old 世代は Java ヒープにおける世代の 1 つです。しきい値時間を
存続したオブジェクト（スキャベンジまたは若い（Young）世代）は、Old 世代にプロモートします。

OMG

「OMG（オブジェクトマネージメントグループ）」を参照してください。

Online Transaction Processing (OLTP)（オンライントランザクション処理（OLTP））

入力されたトランザクションがすぐにデータベースに適用されるトランザクションを処理する方法。
データベース内の情報は常に会社の状態によって 新であり、オンライン画面と印刷されたレポート
を通じてすべてのユーザーがすぐに入手できます。トランザクションはリクエスターが待機している
間に処理されます。これに対して、キューに入ったトランザクションやバッチトランザクションは、
後で処理されます。オンライントランザクション処理は、注文処理、インベントリ管理、アカウンテ
ィング機能、銀行業務など、さまざまな種類のビジネスタスクで使用できます。

O 171



Open Database Connectivity（ODBC）

データベースにアクセスするための標準の Microsoft 製品。

Open System Services (OSS)（オープンシステムサービス（OSS））

NonStop オペレーティングシステムでの双方向のプログラミング的な使用が可能な環境。OS 環境で
実行されるプロセスは OSS API を使用します。OSS 環境の双方向型ユーザーは、そのコマンドイン
タープリターとして OSS シェルを使用します。Guardian と比較します。

OSS

「オープンシステムサービス（OSS）」を参照してください。

OTS

「オブジェクトトランザクションサービス（OTS）」を参照してください。

P
Package（パッケージ）

関連するクラスのコレクション（例：JDBC）。

Parallel GC（パラレル GC）

パラレルガベージコレクター、GC が複数のスレッドを使用して並列で実行される Stop-the-
worldGC。

Pathsend API

Pathway システムへのアプリケーションプログラムインターフェイス。Pathsend プロセスがサーバ
ープロセスと通信可能になります。

Pathsend process（Pathsend プロセス）

Pathsend インターフェイスを使用してサーバープロセスと通信するクライアント（リクエスター）プ
ロセス。Pathsend プロセスは、標準的リクエスターとネストサーバーのどちらでも構いません。標準
的リクエスターはアプリケーション要求を開始します。ネストサーバーは、サーバークラスとして構
成されていますが、リクエスターとして、他のサーバーに要求します。Pathsend リクエスターとも呼
ばれます。

Pathway CGI

Pathway サーバークラスへの CGI 式アクセスを提供する、iTP Secure WebServer の拡張機能です。
NonStop Server for Java で拡張されているため、Java サーブレットを特殊な Pathway CGI サーバー、
ServletServerClassから呼び出すことができます。

Pathway

クライアント/サーバーモデルを使用する OLTP プログラムを開発および監視するためのソフトウェ
アツールのグループです。サーバーは、要求された処理を実行するサーバークラスにグループ化され
ます。NonStop システムでは、このツールのグループは TS/MP と Pathway/TS という 2 つの別々の
製品にパッケージ化されています。

Pathway/TS

NonStop サーバーの Guardian 環境で OLTP プログラムをサポートするためスクリーンプログラムを
開発およびインタープリトするためのツールを提供する HPE 製品。Pathway/TS スクリーンプログ
ラムは、端末およびインテリジェントデバイスと通信します。Pathway/TS では TS/MP 製品のサービ
スが必要です。

172  P



Persistence（永続性）

1. 作成したオブジェクトと変数が存在し続け、プログラム実行が切り替わってもそれぞれの値を維持
し続ける、プログラミング言語のプロパティです。

2. プロセスとして動作しているプログラムのように、存在し続けられる機能です。

Portability（ポータビリティ）

プログラムをあるプラットフォームから別のプラットフォームへ、書き換えることなく移植できるこ
と。オープンシステムの特性です。ポータビリティは、C などの標準プログラミング言語を使用して
いることを意味します。

Portable Operating System Interface X（POSIX）

ANSI と IEEE によって定義されている、相関したインターフェイス標準のファミリです。各 POSIX
インターフェイスは、番号が付いた ANSI/IEEE 標準またはドラフト標準で個別に定義されています。
この標準は、ユーザーインターフェイスの移植性、相互運用性、一様性の問題を扱います。

POSIX

「Portable Operating System Interface X（POSIX）」を参照してください。

Private Key（秘密キー）

一部の関係者にしか知られていない暗号化キー。

Protocol（プロトコル）

データを、特にネットワーク全体で送信するための形式上規則のセット。低レベルのプロトコルでは、
電気的および物理的な基準、ビット順序、バイト順序、転送、エラー検出、ビットストリームのエラ
ー訂正を定義します。高レベルのプロトコルでは、データの形式設定（メッセージの構文、ターミナ
ル-コンピューターダイアログ、文字セット、メッセージのシーケンスなど）を定義します。

Pthread

POSIX スレッドです。

Public Key（公開キー）

すべての関係者に知られている暗号化キーです。

Pure Java

コアパッケージだけに依存する Java。どこでも動作できることを意味します。

R
RDF

「リモート複製データベース機能（RDF）」を参照してください。

Remote Duplicate Database Facility (RDF)（リモート複製データベース機能（RDF））

以下の機能がある HPE ソフトウェア製品：

• OLTP 本稼働データベースの障害回復を支援する

• プライマリシステム上の TMF サブシステムにより監査されるデータベースアップデートを監視
し、これらのアップデートを、リモートシステムのデータベースコピーに適用する

Remote Method Invocation (RMI)（リモートメソッド呼び出し（RMI））

オール Java 環境で同質の分散オブジェクトに使用される Java パッケージ。

Requestor（リクエスター）

「クライアント」を参照してください。
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RMI

「リモートメソッド呼び出し（RMI）」を参照してください。

rmic
Java RMI スタブコンパイラ。リモートオブジェクトのスタブおよびスケルトンを生成します。

rmicregistry
Java リモートオブジェクトレジストリ。現在のホスト上の指定したポートでリモートオブジェクト
レジストリを開始します。

S
Scalability（スケーラビリティ）

オンライントランザクション処理システムのサイズと処理能力を、プロセッサーやデバイスをシステ
ムに追加し、システムをネットワークに追加することで、高められる機能。そしてそれを、システム
を低下させることなく、簡単かつ透過的に行なうこと。拡張性とも呼ばれます。

Scalable TCP/IP (SIP)（スケーラブル TCP/IP（SIP））

Java で記述されたネットワークサーバーに拡張性と持続性を提供する方法を透過的に提供する
NonStop Server for Java の機能。

Scavenge（スキャベンジ）

若い（Young）世代のガベージコレクションは、スキャベンジとも呼ばれます。

Serialization（直列化）

「オブジェクト直列化」を参照してください。

Serialized Object（直列化されたオブジェクト）

オブジェクト直列化を経たオブジェクト。

serialver
シリアルバージョンコマンド。1 つまたは複数のクラスの serialVersionUIDを返します。あるい

は、シリアルバージョンコマンドを実行するコマンドです。

Server（サーバー）

1. スタンドアロンシステムとして、あるいは Expand ネットワーク内のノードとして使用されるシス
テムの実装。

2. クライアントからネットワーク経由で受信した要求に応えてサービスを提供することを目的とし
たコンピューターシステムのハードウェアコンポーネント。たとえば NonStop システムサーバー
は、トランザクション処理、データベースアクセス、および他のサービスを提供します。

3. クライアントにサービスを提供するプロセスまたはプログラム。サーバーの目的は、クライアント
から要求メッセージを受信する、データベース照会または更新、セキュリティ検証、数値計算、他
のコンピューターシステムへのデータルーティングなどの操作を必要に応じて実行する、そしてク
ライアントに応答メッセージを返すことです。

Servlet（サーブレット）

あらゆる Web ブラウザーからアクセスできる、サーバー側の Java プログラム。このサーブレットを
管理する Pathway CGI サーバーの拡張性と永続性を継承します。

サーブレットという名前の Java クラスは、World Wide Web サーバーなどのサーバー環境で実行され
ます。サーブレット API は、Oracle によるドラフト標準で定義されています。servletsクラスは、

JDK のコアパッケージにはありません。
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Shell（シェル）

コマンドをオペレーティングシステムに渡すために使用するコマンドインタープリター。外部ネット
ワークへのインターフェイスとなる、オペレーティングシステムの一部分です。

SIP

「スケーラブル TCP/IP（SIP）」を参照してください。

Skeleton（スケルトン）

RMI での、スタブの補完部分。スケルトンとスタブが、RMI サービスと、リモートオブジェクトを呼
び出して実装するコードとの間のインターフェイスを形成します。

Socket（ソケット）

TCP/IP ネットワークを経由した 2 つのアプリケーションプログラム間の論理的接続。

SQLJ

SQLJ パート 0「データベース言語 SQL—パート 10」とも呼ばれる：静的 SQL 文を直接 Java プログ
ラムに埋め込み可能にする ANSI SQL-2002 標準のオブジェクト言語バインディング（SQL/OLB）の
部分。

SQL/MP

「HPE NonStop SQL/MP」を参照してください。

SQL/MX

「HPE NonStop SQL/MX」を参照してください。

Standard Extension API

コアパッケージの外側の API。Oracle が API 標準を定義および公開しました。標準拡張機能の一部
はコアパッケージに移行しています。標準拡張機能の例は、サーブレットや JTS です。

Stored Procedure（ストアドプロシージャー）

NonStop SQL/MX に登録されていて、CALL 文の実行中に NonStop SQL/MX により呼び出される手続
き。ストアドプロシージャーが特に重要なのはクライアント/サーバーデータベースシステムの場合
です。手続きをサーバー側に保管することですべてのクライアントが使用可能になるからです。手続
きが変更されると、すべてのクライアントが新しいバージョンを自動的に取得します。

Stored Procedure in Java（SPJ）

本体が静的 Java メソッドであるストアドプロシージャー。

Stub（スタブ）

1. プログラムをランタイムライブラリとリンクするときに使用するダミープロシージャー。スタブ
にはコードを含める必要がありません。その目的は、リンク時に「未定義ラベル」エラーを防ぐこ
とだけです。

2. リモートプロシージャーコール（RPC）の中のローカルプロシージャー。クライアントはスタブを
呼び出してタスクを実行しますが、RPC が関与していることを必ずしも意識しているわけではあ
りません。スタブはパラメーターをネットワーク経由でサーバーに送信し、結果を呼び出し元に返
します。

T
TACL

「HPE Tandem Advanced Command Language（TACL）」を参照してください。

TCP/IP

「Transmission Control Protocol/Internet Protocol（TCP/IP）」を参照してください。
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Technical Documentation（テクニカルドキュメント）

HPE のテクニカルドキュメントは、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターにあります。

Thread（スレッド）

個別にディスパッチされるタスク。プロセス内の連続した制御のフローを表します。

threads
Oracle Java SE 8.0 に付属している非ネイティブスレッドパッケージ。

throw
例外を発生させるために使用する Java キーワード。

throws
メソッドが発生させることができる例外を定義するために使用する Java キーワード。

TMF

「HPE NonStop トランザクション管理ファシリティ（TMF）」を参照してください。

TNS/E

Intel® Itanium®アーキテクチャーと HPE NonStop オペレーティングシステムをベースにしたハード
ウェアプラットフォームと、そのプラットフォームに固有のソフトウェア。すべてのコードが PIC（位
置独立コード）です。

TNS/X

Intel® Itanium®アーキテクチャーと HPE NonStop オペレーティングシステムをベースにしたハード
ウェアプラットフォームと、そのプラットフォームに固有のソフトウェア。

TNS/R

MIPS™アーキテクチャーと HPE NonStop オペレーティングシステムをベースにしたハードウェアプ
ラットフォームと、そのプラットフォームに固有のソフトウェア。コードは PIC（位置独立コード）
か非 PIC です。

Transaction（トランザクション）

クライアントプログラム（通常はワークステーション上で実行）がサーバーに要求するユーザー定義
動作。

Transaction Management Facility (TMF)（TMF（トランザクション管理ファシリティ））

NonStop システム用の HPE ソフトウェア製品のセット。データベースのアップデートが不完全にな
らないようにすることでデータベースの整合性を確保します。データベースに行なわれる変更を継続
的に（リアルタイムで）保存して、これらの変更を必要なときに取り消すことができます。データベ
ースのオンライン「スナップショット」バックアップを取り、これらのバックアップからデータベー
スを復元することもできます。

Transmission Control Protocol/Internet Protocol（TCP/IP）

も広く使われている、ベンダーに限定されないプロトコルの 1 つ。システムの種類の違いを超えた
大規模なネットワークをサポートするように設計されています。

TS/MP

「HPE NonStop TS/MP」を参照してください。
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Unicode

ASCII の拡張となるべく設計された文字コーディング体系。各文字で 16 ビットを使用することで
（ASCII の 7 ではなく）、Unicode はすべての言語のほぼすべての文字と多数の記号（"&"など）を国際
的標準の方法で表すことができるため、拡張された文字セットとコードページが非互換であるという
複雑さが解消されます。Unicode の 初から 128 番目までのコードは、標準 ASCII 文字に対応しま
す。

Uniform Resource Locator（URL）

ネットワーク上のオブジェクト（ファイルやニュースグループ、あるいは JDBC の場合はデータベー
スなど）を指定するためのドラフト標準。URL は、World Wide Web 上で広範に使用されます。HTML
ドキュメントはこれらを使用してハイパーリンクのターゲットを指定します。

URL

「Uniform Resource Locator（URL）」を参照してください。

Virtual Machine (VM)（仮想マシン（VM））

自己完結型のオペレーティング環境。別のコンピューターであるかのように動作します。「Java 仮想
マシン」および「Java Hotspot 仮想マシン」も参照してください。

VM

「仮想マシン（VM）」を参照してください。

World Wide Web（WWW）

インターネットクライアント - サーバーハイパーテキスト分散情報検索システム。スイス、ジュネー
ブにある CERN 高エネルギー物理学研究所で生まれました。WWW では、すべてのもの（ドキュメン
ト、メニュー、インデックス）がユーザーに対して、HTML 形式のハイパーテキストオブジェクトと
して表現されます。ハイパーテキストリンクは他のドキュメントを URL で参照します。URL が参照
できるローカルまたはリモートリソースは、FTP、Gopher、Telnet、ニュースによってアクセスでき
るほか、ハイパーテキストドキュメントを転送するために使用する HTTP プロトコルを使ってアクセ
スできます。クライアントプログラム（ブラウザーと呼ばれる）は、ユーザーのコンピューター上で
実行され、リンクをたどる、あるいはサーバーにクエリを送信するという、2 つの基本的なナビゲー
ション操作を提供します。

Wrapper（ラッパー）

適切な実行環境をセットアップしてから、シェルの名前に対応するバイナリファイルを実行するシェ
ルスクリプト。

WWW

「World Wide Web（WWW）」を参照してください。

-Xeprof

Java アプリケーションプロファイル収集オプション。

-Xeverbosegc

Java アプリケーションのガベージコレクター（GC）アクティビティプロファイル収集オプション。

Young Generation（若い（Young）世代）

世代別ガベージコレクションにおいて、Young 世代は Java ヒープの中の世代の 1 つであり、ここか
ら、新しいオブジェクトのメモリが割り当てられます。

U～Z 177


	NonStop Server for Java 8.0プログラマーズリファレンス 
	目次
	このマニュアルについて
	サポートされているリリースバージョンアップデート（RVU）
	対象読者
	新しい情報と変更された情報
	関連情報
	発行履歴

	はじめに
	機能
	NSJ8に関連するその他の機能
	Java HotSpotサーバー仮想マシン
	Java Standard Edition Development Kit（JDK）
	Java naming and directory interface（JNDI）
	IPv6サポート
	関連するJavaベース製品

	インストールと構成
	インストールおよび構成タスクの概要
	インストール要件
	インストール前のタスク
	NSJ8のインストール
	インストール後の作業
	Javaのインストールの検証
	NSJ8用のNonStopシステムの構成
	メモリに関する考慮事項：QIOのKSEG2への移動
	NSJ8のディレクトリ構造

	お使いになる前に
	チュートリアル：単純なプログラム、HelloWorldの実行
	CPUとプロセス名の指定
	Java Pathwayサーバークラスの構成

	実装の詳細
	ヘッドレスサポート
	追加ツール
	追加の環境変数
	Javaネイティブインターフェイス（JNI）
	浮動小数点の実装
	マルチスレッドプログラミング
	ThreadDumpPathのサポート
	Java印刷サービス
	Guardianプリンターの使用
	saveabendファイルの動的な作成
	Saveabendファイル生成
	デフォルトのプロセス起動メカニズム
	Java getLocalHost()キャッシュ
	Java認証および承認サービス
	JavaBeans
	Javaプログラムのデバッグ
	JVM仕様オプションの違い
	ガベージコレクション（GC）
	メモリ管理に関する考慮事項
	Javaガベージコレクターのアプリケーションパフォーマンスのチューニング
	javahelper
	GCプロファイリング
	ZapInitialHeapオプション
	64ビットプロセスのサポート
	32ビットプロセスのサポート
	ラージヒープのサポート
	バージョンコマンドラインオプション
	GCプロセスへのシグナルのポスト
	Javaシグナルハンドラー
	未処理例外
	エラーファイル
	システムプロパティ
	LogVMOutputオプション
	UseCompressedOops
	SecureRandom起動の機能強化
	VirtualMachine.list()のサポート
	.hotspot_compilerファイルと.hotspotrcファイルのロードにおける変更
	プリコンパイルの機能強化

	NonStop Server for Javaインフラストラクチャ
	アーキテクチャー
	Javaインフラストラクチャのインストール
	接続の確立
	通信のモード
	NSJI以外のコンポーネントとの通信

	DDL to Java Bean
	前提条件
	コード生成
	CLI
	通信
	Ddl2Beanを使用する際の制限と考慮事項

	トランザクション
	最大同時トランザクションの管理
	Currentクラスのメソッド
	JavaトランザクションAPI

	アプリケーションのチューニングとプロファイリング
	アプリケーションパフォーマンスのプロファイリング
	アプリケーションパフォーマンスのチューニング

	アプリケーションの移行
	移行変更の概要
	シリアルGCからパラレルGCへの移行
	TNS/Xへの移行
	その他の注意事項

	Webサイト
	サポートと他のリソース
	Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス
	アップデートへのアクセス
	カスタマーセルフリペア（CSR）
	リモートサポート（HPE通報サービス）
	保証情報
	規定に関する情報
	ドキュメントに関するご意見、ご指摘

	NSJ8のサポートされている機能とサポートされていない機能
	NSJ8で実装されていないJava SEの機能

	HPjmeter 4.4ユーザーガイドの補足情報
	HPjmeterのインストールの完了
	アプリケーションの監視
	アプリケーションのプロファイリング
	カベージコレクションデータの分析
	トラブルシューティング
	クイックリファレンス

	DDL句の例
	Ddl2Beanプリミティブ
	用語集
	A
	B
	C
	D
	E～F
	G
	H
	I
	J
	K～M
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	U～Z


