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前書き 

このユーザーガイドは、J2SE™ Development Kit (JDK) 8.x for the OpenVMS Operating System for the Java™ Platform
（以下、本文書では JDK と呼びます）の使用方法を説明します。また、HotSpot VM の使用、 プラグインの使

用、トラブルシューティング、およびドキュメントの情報を含みます。このドキュメントでは、JDK 8. x を参照し

ています。ここで、x は使用しているリリースの特定のバージョン番号です。JDK のバージョンを確認するには、

java -version コマンドを使用するか、リリースノートを参照してください。JDK を使用して、OpenVMS システ

ム上で Java アプレットおよびプログラムを開発および実行することができます。 

注： JDK 8 x は OpenVMS I64 オペレーティング・システムを実行する Integrityサーバ上でのみ動作するように設

計されています。 

インストール手順、新機能、既知の問題、および修正された問題など、JDK の特定のバージョンについての情報

は、「リリースノート」を参照してください。リリースノートには、次の情報も含まれています。 

 JDKが実装している Sun の J2SE 
 JDKのベースとなる特定の Solaris リファレンスリリース 
 JDKが合格した Sunの Java Compatibility Kit テストスイート 
 サポートされているオペレーティングシステムのバージョンを含む前提条件 

JDK には、次の仮想マシンが含まれています。 

 HotSpot 仮想マシンは、Sun のリファレンス実装に基づいています。HotSpot VM には JIT（Just-In-Time）コ

ンパイラ技術が含まれており、パフォーマンスを最大限に引き出すように設計されています。HotSpot VM
の詳細については、「HotSpot の使用」を参照してください。HotSpot VM は、OpenVMS I64 システムでの

み動作し、Alphaプラットフォームでは動作しません。 

JDK 6x 以前では、Java ヒープサイズが 2GB に制限されていました。この制限は、JDK 6x および JDK 8x では拡張

されています。アプリケーションは、最大 32GB の大きなヒープを使用できます。 
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入門 

OpenVMS の Java プログラミング言語は、完全に準拠した実装であり、Sun の Java Compatibility Kit（JCK）の検証

をパスしています。何かのプラットフォーム固有部分に依存することのない pure Java アプリケーションは、わす

かな労力で OpenVMS 上で動作します。 

注意： OpenVMS システム上での Java アプリケーションの開発に関して、いくつかの重要な相違点があります。

次の節に加え「コマンド解釈と OpenVMS オペレーティング・システムの相違点」、「OpenVMS で異なる機能」

の節に、 時間や労力を節約する重要な使用方法が説明されています。また、OpenVMS システムのパフォーマン

スを向上させるためのヒントについては、『OpenVMS 上での Javaアプリケーションの性能の最適化』を参照してく

ださい。 

次の節では、JDK の設定と使用について説明します。 

OpenVMS でのパフォーマンス向上のためのプロセス・クォータの設定 

Java ランタイム環境は、各プロセスにデフォルトで大きなクォータが割り当てられている UNIX システムで最適

に動作するように設計されています。OpenVMS では、デフォルトの動作では、各プロセスのクォータを低めとし

て、多くのプロセスがシステム上に共存できるようにしています。OpenVMS で最高の Java パフォーマンスを得

るためには、典型的な UNIX システム同様のプロセスクォータを設定してください。HPE では、これらをクォー

タ設定の最小値として推奨します（注記がある場合を除く）。 

次の値は、UNIX プロセスのデフォルトのクォータ設定とほぼ同じです。 

 UAF Fillm 4096    
 Channelcnt 4096    
 Wsdef  4096 
 Wsquo  8192 
 Wsextent と Wsmax  32768 
 Pgflquo  3145728 * 
 Bytlm  400000 
 Biolm  150 
 Diolm  150 
 Tqelm  100 

* Pgflquo の適切な値は（2 ×ヒープサイズ）です。たとえば、128 MB では（2 * 128 * 1024 * 1024）/ 512 = 
524288 です。JRE を使用する場合の Pgflquo 推奨最小値は 192 MB です。Pgflquo パラメータを増やすときは、

Pgflquo に合わせてシステムのページファイルサイズを増やす必要があります。 

Java 環境の設定 

OpenVMS では、バージョン固有のコマンド・プロシージャを実行して、Java 環境を設定します。 

SYS$MANAGER:JAVA$8x_SETUP.COM 

x は、使用しているリリースの特定のバージョン番号です。 

注意：簡単にするために、このドキュメントでは、デフォルトの場所 SYS$COMMON:[JAVA$8x]に JDK をインストー

ルすることを前提としてい ます。もし、インストール先を指定して別の場所にキットをインストールした場合に

は、この文書中のディレクトリをその場所で差し替えてください。また、これらのすべての参照で、「x」は使用

しているリリースのバージョン番号です。 

注：JDK 8 x は ODS-5 ディスク上へのインストールが必要です。キットのインストール場所の制御方法の詳細に

ついては、『リリースノート』の「キットのインストール」を参照してください。 

JAVA$8x_SETUP.COM は以下を実行します： 

http://h50146.www5.hpe.com/products/software/oe/openvms/technical/pdfs/OptimizingSDKGuide.pdf
https://www.hpe.com/global/java/documentation/1.8.0/ivms/docs/user_guide.html#good_number
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1. Java コマンド（java、javac、jar など）を外部コマンドとして使用できるようにシンボルを設定します。 

2. JDK の共有可能イメージの論理名を定義します。 

3. 指定またはデフォルトに基づいて、仮想マシンの論理名を定義します。 

4. 論理名 JAVA$FILENAME_CONTROLS のデフォルト値を設定します。詳細は、「OpenVMS システムでの UNIX
スタイルのファイル名」を参照してください。 

5. ローカルコマンドプロシージャを書くときに役立つ論理名を定義します。特に、 

JAVA$CANCEL_CURRENT- 同じプロセス内で JDK のあるバージョンから別のバージョンに切り替えるときに便

利です。 

JAVA$JRE_HOME_VMS - インストールされた Java コードのルート（[.bin]の親ディレクトリ）の VMS スタイル

のディレクトリ。例：SYS$COMMON:[JAVA$8x.jre] 

JAVA$JRE_HOME_UNIX - インストールされた Java コードのルート（bin/の親ディレクトリ）の UNIX スタイ

ルのディレクトリ。例：/SYS$COMMON/JAVA$8x/jre  

  

バージョンの切り替え 

OpenVMS システムに複数の JDK バージョンをインストールしておき、使うものをあるバージョンから別のバー

ジョンに変更できます。以下の節では、これを行う方法について説明します。 

注意：簡単にするために、このドキュメントでは、デフォルトの場所 SYS$COMMON:[JAVA$8x]に JDK をインストー

ルすることを前提としてい ます。もし、インストール先を指定して別の場所にキットをインストールした場合に

は、この文書中のディレクトリをその場所で差し替えてください。 

別々のプロセスでの利用 

別々のプロセスで異なる JDK バージョンを使用するには、各プロセスで使用するバージョンの JDK 用の Java 環
境を設定するコマンド・プロシージャを実行する必要があります。Java 環境の設定用のコマンド・プロシージャ

は、次のように各バージョンごとにあります。 

JDK のバージョン コマンド・プロシージャ 

JDK 8.0 SYS$MANAGER:JAVA$80_SETUP.COM 

JDK 6.0 SYS$COMMON:[JAVA$60.COM]JAVA$60_SETUP.COM 

JDK 1.5.0 SYS$COMMON:[JAVA$150.COM]JAVA$150_SETUP.COM 

SDK v 1.4.2 SYS$COMMON:[JAVA$142.COM]JAVA$142_SETUP.COM 

SDK v 1.4.1 SYS$COMMON:[JAVA$141.COM]JAVA$141_SETUP.COM 

SDK v 1.4.0 SYS$COMMON:[JAVA$140.COM]JAVA$140_SETUP.COM 

SDK v 1.3.1 SYS$COMMON:[JAVA$131.COM]JAVA$131_SETUP.COM 

SDK v 1.2.2 SYS$COMMON:[JAVA$122.COM]JAVA$122_SETUP.COM 

SDK v 1.1.8 SYS$MANAGER:JAVA$SETUP.COM 

たとえば、JDK 8.0 を実行するには、まずプロセス内で次のコマンド・ファイルを実行します。 

$ @SYS$COMMON:[JAVA$80.COM]JAVA$80_SETUP.COM 
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同じプロセスでの利用 

同じプロセスで異なる JDK バージョンを使用するには、最初にコマンド・プロシージャを実行して、あるバージ

ョンの JDK の Java 環境定義を取り消してから、別の JDK バージョンの環境を設定する必要があります。Java 環
境のクリーンアップを実行するためのコマンド・プロシージャは、次のとおりです。 

JDK のバージョン コマンドプロシージャ 
JDK 8.0 SYS$COMMON:[JAVA$80.COM]JAVA$80_CANCEL_SETUP.COM or JAVA$CANCEL_CURRENT 
JDK 6.0 SYS$COMMON:[JAVA$60.COM]JAVA$60_CANCEL_SETUP.COM or JAVA$CANCEL_CURRENT 
JDK 1.5.0 SYS$COMMON:[JAVA$150.COM]JAVA$150_CANCEL_SETUP.COM or JAVA$CANCEL_CURRENT 
SDK V 1.4.2 SYS$COMMON:[JAVA$142.COM]JAVA$142_CANCEL_SETUP.COM or JAVA$CANCEL_CURRENT 
SDK V 1.4.1 SYS$COMMON:[JAVA$141.COM]JAVA$141_CANCEL_SETUP.COM 
SDK V 1.4.0 SYS$COMMON:[JAVA$140.COM]JAVA$140_CANCEL_SETUP.COM 
SDK V 1.3.1 SYS$COMMON:[JAVA$131.COM]JAVA$131_CANCEL_SETUP.COM 
SDK V 1.3.0 SYS$COMMON:[JAVA$130.COM]JAVA$130_CANCEL_SETUP.COM 
SDK V 1.2.2 SYS$COMMON:[JAVA$122.COM]JAVA$122_CANCEL_SETUP.COM 
SDK V 1.1.8 SYS$COMMON:[JAVA$118.COM]JAVA$118_CANCEL_SETUP.COM 
以前のリリースには、キャンセル手順は含まれていないことに注意してください。たとえば、 

SYS$COMMON:[JAVA$142.COM] には JAVA$150_CANCEL_SETUP.COM は含まれていません。 

Java 環境をクリーンアップしたら、コマンド・プロシージャを実行して、使用する JDKのバージョンの Java 環境

をセットアップする必要があります。これらのコマンド・プロシージャのリストについては、「別々のプロセス

での利用」を参照してください。 

たとえば、JDK v 6.0 から JDK v 8.0 を使用して同じプロセスで切り替えるには、次のコマンド・プロシー

ジャを実行します。 

@SYS$COMMON:[JAVA$60.COM]JAVA$60_CANCEL_SETUP.COM !Clean up 6.0 environment 

@SYS$MANAGER:JAVA$80_SETUP.COM !Set up 8.0 environment 

@SYS$COMMON:[JAVA$60.COM]JAVA$60_CANCEL_SETUP.COM は、JDK v6.0 環境の設定を取り消します

（JAVA$60_SETUP.COM によって作成された論理名とシンボル定義を削除します）。 

SDK v 1.4.2 以降、論理名 JAVA$CANCEL_CURRENT は、Java セットアップの最新バージョンのセットアップをクリー

ンアップするために使用されるコマンド・プロシージャの完全なファイル指定を提供します。 

たとえば、最近のセットアップコマンドが以下であった場合、JAVA$CANCEL_CURRENT の値は

SYS$COMMON:[JAVA$60.COM]JAVA$60_CANCEL_SETUP.COM になります。 

$ @SYS$COMMON:[JAVA$60.COM]JAVA$60_SETUP.COM 

JAVA$CANCEL_CURRENT を利用して、$ @JAVA$CANCEL_CURRENT を入力する事により、現在セットアップされている

バージョンが何であれ、その Java の論理名とシンボル定義を解除することができます。 

コマンドの解釈と OpenVMS オペレーティング・システムでの相違点 

Sun のツールとユーティリティのドキュメントでは、さまざまなツールの操作に関する詳細をすべて説明してい

ますが、コマンド例のリテラルを OpenVMS での相違に注意して解釈する必要があります。次の表は、OpenVMS
オペレーティング・システムと Java プラットフォームのオリジナルの UNIX 環境との違いを示しています。 

注意： OpenVMS でこれらのツールを正常に動作させるには、これらの相違点を理解する必要があります。 

OpenVMS の使用法 説明 

Stream_LF Java コードで読み取るすべてのファイルは（.java、 .class、.jar、など）Stream_LF

レコード形式をを持っている必要があります 。ファイルがあるかどうかを確認する

Stream_LF 方法と、Stream_LF ファイルがない場合に変換する方法については、

「Stream_LF ファイル形式の必要性」を参照してください。Java ツールで作成されたフ

ァイルは自動的に Stream_LF で作成されます。 
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JAVA$CLASSPATH の役

割  
多くのツールはコマンドラインの -classpath 引数を使うか、またはコロンで区切った

UNIX スタイルのディレクトリの検索リストである CLASSPATH 論理名設定を使っていま

す。カンマで区切られた OpenVMS スタイルのディレクトリの検索リストを作成する方

が簡単な場合があります。それには、論理名 JAVA$CLASSPATH が使われます。

JAVA$CLASSPATH および CLASSPATH と-classpath との相互作用の詳細については、

「JAVA$CLASSPATH の設定」を参照してください。 

オペランドの引用符 オペランドを引用符で囲む必要がある場合があります。Java ツールは、操作中は大文字

と小文字が区別されます。DCL コマンドラインのオペランドは、そのままでは取得され

たとき自動的に小文字になります。これらのオペランドが Java コマンドに受け入れられ

るように大文字小文字を保存するには、それらを引用符で囲む必要があります。これの

最も一般的な例は次のとおりです。 

 大文字のスイッチは引用符で囲む必要があります 
Java コマンドのメモリ割り当て 
$ java "-Xmx64m" mytest 

 クラス名とパッケージ名を引用符で囲む必要があります 
クラス名の指定 
$ java "MyPackage/MyTest" 

 大文字のキーワードを引用符で囲む必要があります 
エンコードタイプのキーワード 
$ native2ascii -encoding "ISO8859_1" data.txt 

data.txt 

「クラス名とファイル名の 1 対 1 の関係」を参照してください。 

DCLコマンドライン

の長さに制限を加え

る 

DCLのコマンドラインの長さには制限があります。より長いコマンドラインを構築する

ことは、しばしば便利です（時には必要な場合もあります）。 

たとえば、文字制限を超えた場合、次のようなコマンドラインをビルドすることはでき

ません:: 

$ javac "MyClass001.java" - 

"MyClass002.java" - 

"MyClass003.java" - 

... 

"MyClass127.java" - 

"MyClass128.java" 

OpenVMS オペレーティング・システムでこの制限を回避するために、JRE は、オペラン

ドをデータ・ファイルに配置し、コマンド・ライン上のデータ・ファイルを指すように

カスタマイズされています。 JDK の@files 機能を使用すると、コマンドのオペランド

を別のファイルに入れて、単に接頭辞の@ サインでそのオペランドファイルを利用する

ことができます。 

たとえば、次のように記述できます。 

$ javac @CLASS_LIST_FILE.DAT 

ここで CLASS_LIST_FILE.DAT の内容は： 

MyClass001.java 

MyClass002.java 

MyClass003.java 

... 

MyClass127.java 

MyClass128.java 

次のように使う事もできます。 

$ javac @sys$input: 

MyClass001.java 

https://www.hpe.com/global/java/documentation/1.8.0/ivms/docs/user_guide.html#setclasspath
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MyClass002.java 

MyClass003.java 

... 

MyClass127.java 

MyClass128.java 

DCLが引数を大文字にしないようにするには、コマンドラインのオペランドを引用符で

囲む必要がありますが、ファイル内の同じ引数は DCLによって直接解釈されないため、

引用符で囲む必要はありません。@ で指定された入力ファイルに表示されるファイル名

は、OpenVMS スタイルではなく UNIX スタイルである必要があります。引用符で囲ま

ないでください。 

また、OpenVMS では、同じ動作を実現するために@files の代わりに"-V"を使用できま

す。たとえば、次のように入力できます。  

$ javac "-V" FILES_TO_COMPILE.DAT 

FILES_TO_COMPILE.DAT にはコンパイルするファイルの（潜在的に長い）のリストが含ま

れています。上で説明されているように -V も大文字なので引用符で囲みます。（また

次の「" -V"でのデータファイル内の空白の使用」も参照してください。） 

"-V"は javac 以外の他の Java コマンドと共に使うことができます。たとえば、次のよう

に記述できます。 

$ java "-V" name_of_file_containing_operands.dat 

注：-V で指定されたファイルの存在またはアクセス可能性はテストされません。ファイ

ルが存在しないか、または開くことができない場合、追加されたデータはビルド中のコ

マンドラインに与えられません。エラーは報告されません。 

" -V"でのデータファ

イル内の空白の使用 
"-V" 指定の場合に、入力として使用されるデータファイル内 でオペランドに空白があ

ると、正しく解析されません。 

たとえば、次のコマンドラインの引用符で囲まれた引数 

$ java xargs "< = 1" 2 3 

は動作します。引数は次のように解釈されます。 

< = 1 

2 

3 

あなたがデータファイル datafile1.txt にパラメータを入れ、 

< = 1 

2 

3 

次の方法でアクセスすると、 

$ java xargs "-V" datafile1.txt 

それらは次のように解釈されます： 

< 

= 

1 

2 

3 
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空白で処理が分割されます。 

オペランドを引用符で囲んで、呼び出されるデータファイル datafile2.txt に以下のよ

うに記述し、 

"< = 1" 

2 

3 

次の方法でアクセスしても、 

$ java xargs "-V" datafile2.txt 

それらは次のように解釈されます： 

"< 

= 

1" 

2 

3 

やはり空白で処理が分割されます。ただし引用符自体は保持されています。 

JAVA$DISABLE_CMDFILE_WHITESPACE_PARSING 論理名は、データ・ファイル内の空白が含

まれているオペランドを提供することができます。 

$ define/job JAVA$DISABLE_CMDFILE_WHITESPACE_PARSING TRUE 

この論理名が定義されると、空白とタブは、-V データ・ファイルの区切り文字として扱

われなくなります。ファイル内の各行は、単一のコマンドライン引数として扱われま

す。 

注：行にスペースが含まれている場合、このスペースはコマンド引数の一部として組み

込まれます。 

たとえば、次のようになります。 

$ create java_input.dat 

param1 param2 

^Z 

$ java "-V" java_input.dat 

論理名 JAVA$DISABLE_CMDFILE_WHITESPACE_PARSING 定義がなければ、JRE には 2 つのコ

マンドライン引数、 param1 と param2 があります。 

論理名が JAVA$DISABLE_CMDFILE_WHITESPACE_PARSING 定義されている場合、JRE には 1
つのコマンドライン引数 ”param1 param2”のみが入力されます。 

_JAVA_LAUNCHER_DEBUG 論理名を診断ツールとして使用して、引数が Java 仮想マシンに

渡されるときに引数を表示することができます。 

あるいは、コマンド行自体にこれらのパラメーターを指定することもできます。 

https://www.hpe.com/global/java/documentation/1.8.0/ivms/docs/user_guide.html#javalauncherdebug
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OpenVMS で表現でき

ない UNIX スタイル

のファイル名を扱う 

ODS-2 でフォーマットされたディスク上の OpenVMS ファイルシステムは、正当な

UNIX スタイルのファイル名を表すことができません。たとえば、DUKE.RUNNING.GIF と
いう名前のファイルは作成できません。 

OpenVMS では、JRE は、ファイル名のマッピング機能を使用して、他には表現できない

ファイル名を表すことができるファイル名の再マッピング戦略をサポートしています。

たとえば、名前に複数のドットが付いたすべてのファイル名は、最後のものを除くすべ

てのドットがアンダースコアに置き換えられたように格納および取得されるように指定

することができます。したがって、上記のファイルは系統的に読み込まれ、

DUKE_RUNNING.GIF の名前が付けられているかのように書き込まれます。 

他の可能なファイル名マッピングの詳細については、「OpenVMS システムでの UNIX
スタイルのファイル名」を参照してください 。 

UNIX ファイルパス構

文を使用した複数の

パスの指定 

スイッチ-classpath、-bootclasspath および-sourcepath の値の解析は、UNIX ファイ

ルパス構文と OpenVMS ファイルパス構文の混合を禁止します。 

これらのスイッチの 1 つで指定されたパスに OpenVMS と UNIX スタイルのパス構文が

混在すると、エラーが表示されます。 

ODS-2 ディスク上の

ディレクトリ深度 8
の限界を越える 

ODS-2 ディスク上の OpenVMS ファイル構造は、8 階層のディレクトリに制限されま

す。他の場所からインポートされた Java プログラムが 8 階層以上のパッケージ構造を持

つことは珍しいことではありません。 

OpenVMS のこれらの制限を回避するために、JRE はより深い階層をより浅いディレクト

リで表現することを可能にするファイル名の再マッピング戦略をサポートしています。

どう行われているかは「マッピングオプションの説明」を確認してください。 

存在しない機能

dlopen、dlsym、およ

び dlclose の近似 

OpenVMS システムでは dlopen、 dlsym および dlclose 実行時ルーチンはありません。

動的にロードされるランタイムライブラリをサポートできるようにするために、我々は

LIB$FIND_IMAGE_SYMBOL (FIS)を利用して dlopen、dlsym、 dlclose ルーチンを作成しま

した。 

FIS 動的にリンクされた純粋なライブラリは、dlopen と同じ方法ではサポートされてい

ません。 FIS 実行時に他の共有可能ライブラリからのグローバルシンボルを解決しませ

ん。OpenVMS の場合、これは実行時ではなくリンク時に実行する必要があります。 

例： 

Java Zip ライブラリはメインの Java ライブラリ（JAVA$JAVA_SHR.EXE）で宣言されている

java_lang_String_intern を必要とします。UNIX システムで dlopen は、実行時にこの

外部グローバルを解決します。 

OpenVMS システムでは、FIS 実行時には、リンク時に見つからなかった外部グローバル

を解決しないため、実行時に java_lang_String_intern  を利用するには、Java Zip ライ

ブラリをメイン Java ライブラリにリンクする必要があります。 

  

OpenVMS で異なる機能 

次の機能は OpenVMS とは異なるプラットフォームでは違った動作をするか、あるいは、OpenVMS ではサポート

されていません。 

仮想マシンが事前に設定されている 

OpenVMS では、あらかじめ仮想マシン(VM)を設定しています。HotSpot VM は 8.x でサポートされる唯一の VM
です。詳細については、「HotSpot の使用」参照してください。 
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クラス java.io.File の setReadable の動作 

ファイルを所有者が読み取れないようにするための、このメソッドの setReadable（false、true）の呼び出しは、

setReadable（false、false）の呼び出しとまったく同じように動作します。 

クラス java.io.File の setWriteable の動作 

setWriteable（false、true）の形式でこのメソッドを呼び出すと、setWriteable（false、false）の呼び出しとまったく

同じように動作します。 

クラス java.io.File の setExecutable の動作 

ファイルを所有者に対して実行不能にするために、このメソッドを setExecutable（false、true）という形式で呼び

出すと、setExecutable（false、false）の呼び出しとまったく同じように動作します。 

Java サウンドがサポートされていない 

Java サウンドはサポートされていません。Java サウンドを使用しようとすると、次のエラーが報告されます。 

    Java Sound support not currently available 

JRE は Java スタックを印刷するための ^\ の使用をサポートしていません 

OpenVMS システムでは、JRE は、Java スタックのプリントアウトを取得するための ^\ の使用をサポートしてい

ません 。詳細については、「デバッグツール」の JAVA$ENABLE_SIGQUIT_CTRLC と JAVA$ENABLE_SIGQUIT_MAILBOX

を参照してください。 

C RTL のデフォルトでの seek()動作 

C RTLのデフォルトの動作では、ファイルの終わり越えて seekする時はファイルを物理的に拡張します。シーク

操作で指定されたオフセットに応じて、時間がかかることがあります。この動作は、seek操作後にファイルに書

き込む場合にのみファイルが拡張されるほとんどの UNIX システムとは異なります。 

OpenVMS システムで UNIX の動作を有効にするには、 JAVA$8x_SETUP.COM ファイル内の

DECC$POSIX_SEEK_STREAM_FILE 論理名の定義のコメントを外します。ここで、x は使用しているリリースの特定の

バージョン番号です。 

複数のリスナーが同じソケットにバインドできる：移植不可能な TCP / IP 動作 

OpenVMS システムでは、TCP / IP によって複数のリスナーが同じソケットにバインドできます。この動作は、こ

の条件が検出され、次の例外が throw される他のオペレーティングシステムとは異なります。 

    "java.net.BindException: Address already in use" 

これは JRE 固有の動作ではなく、TCP / IP サービスが OpenVMS システムで動作する方法です。移植可能な Java
アプリケーションを作成する場合は、この例外に頼らないように注意してください。 

Javadoc は同じディレクトリ内のクラス名とパッケージ名を区別できない 

Javadoc 同じディレクトリに存在する大文字と小文字が違うクラス名とパッケージ名を区別することができませ

ん。たとえば、パッケージ java.awt.event とクラス java.awt.Event です。 

Stream_LF ファイル形式の必要性 

いずれかの Java ツールによって読み取られるか、入力クラス・ライブラリー（CLASSPATH にリストされる）と

して機能するすべての Java ファイルは、Stream_LF 形式でなければなりません。Stream_LF 形式は、Java プログラ

ムが読み書きするすべてのデータファイルに必要です。 

ファイルのレコード形式を確認するには、次の操作を行います。 

https://www.hpe.com/global/java/documentation/1.8.0/ivms/docs/user_guide.html#javaenable_sigquit_ctrlc
https://www.hpe.com/global/java/documentation/1.8.0/ivms/docs/user_guide.html#javaenable_sigquit_mailbox
https://www.hpe.com/global/java/documentation/1.8.0/ivms/docs/user_guide.html#javaenable_sigquit_mailbox
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$ DIR/FULL MyFile.java 

以下の行を確認してください。 

Record format: 

デフォルトでは、OpenVMS システムで最初に作成されたファイル（テキスト・エディタなど）は、「Variable 

Length」レコード形式になります。 

「Variable Length」レコード形式の*.java は、それはエラーがない場合は、正しくコンパイルされますが、コ

ンパイルエラーが発生した場合は、コンパイラは、適切な診断出力を生成しません。 

Stream_LF ファイル形式を強制する 

OpenVMS では、既存のファイルの新しいバージョンを作成すると、新しいファイルは既存のファイルのレコード

形式を継承します。JRE が推奨/必要とするレコード形式は次のとおり Stream_LF です。JRE を使用すると、 

$ DEFINE JAVA$CREATE_STMLF_FORMAT TRUE 

この論理名を定義すると、JRE は新しく作成されたファイルに強制的に Stream_LF 書式を設定します。これによ

り、JRE は、C ランタイムライブラリのデフォルトを上書きして、JRE で正しく動作しない可能性のある以前のバ

ージョンからのファイル形式の継承を行いません。 

ASCII ファイルの変換 

ASCII ファイルを Stream_LF レコード形式に変換するには、次の手順を実行します。 

$ CONVERT/FDL=SYS$COMMON:[JAVA$8x.COM]STREAM_LF.FDL input_filename -  
output_filename 

x は、使用しているリリースの特定のバージョン番号で、STREAM_LF.FDL の内容は： 

    FILE 

            ALLOCATION              4 

            BEST_TRY_CONTIGUOUS     yes 

            EXTENSION               0 

            ORGANIZATION            sequential 

 

    RECORD 

            BLOCK_SPAN              yes 

            FORMAT                  stream_LF 

            SIZE                    0 

ファイルが適切なフォーマット（Stream_LF）であれば、ソースエラーラインが表示され、エラーのポイントを示

すカラット（^）が表示されます。 

$ javac "Bounce.java" 

Bounce.java:11: Superclass smith.java.applet.Applet of class Bounce not found. 

public class Bounce extends smith.java.applet.Applet implements Runnable 

                            ^ 

1 error 

ファイルが Stream_LF 形式でない場合、ソースエラー行の代わりに空白行が出力され、カラット位置は有効では

ありません。 

$ javac "Bounce.java" 

Bounce.java:10: Superclass smith.java.applet.Applet of class Bounce not found. 

                                                                    ^ 

1 error 

バイナリファイルの変換 
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バイナリ.class ファイルも Stream_LF である必要があります。それらが Stream_LF でない場合、CLASSPATH が正

しいもので、正しい .class ファイルがパス上にあっても、以下のようなエラーメッセージが表示されます： 

Can't find class Test.HelloWorld 

.class ファイルを OpenVMS 以外のシステムからインポートする場合は、必ずそれらを Stream_LF に変換してく

ださい。 

バイナリファイル（.class、.jar、 .zip）を STREAM_LF レコード形式へ変換するには、正しいレコード形属性

をファイルに与えるために、次の操作を行います。 

$ SET FILE/ATTR=(RFM:STMLF,RAT:CR) filespec 

ファイル形式の問題のデバッグのヒント 

1. ファイルが STREAM_LF レコードフォーマットであるか？ 

2. ファイル名の変換をトレースするため、JAVA$SHOW_FILENAME_MAPPING をオンにします。（「デバッグツー

ル」参照） 

OpenVMS システムでの UNIX スタイルのファイル名 

OpenVMS システムで UNIX のディレクトリとファイルの仕様を表現しようとすると、いくつかの問題がありま

す。OpenVMS システム上の他の場所で開発された Java アプリケーションを実行しようとすると、ファイル名や

ディレクトリ名に問題が発生する可能性があります。 

JRE には、OpenVMS ファイルシステムで UNIX スタイルの名前を使用できるようにする、さまざまなマッピング

アルゴリズムが用意されています。 

これらのアルゴリズムは組み合わせて使用できます。次の論理名の特定のビットをオンにすることによって、各

アルゴリズムの使用を有効にすることができます。 

JAVA$FILENAME_CONTROLS 

JAVA$FILENAME_CONTROLS デフォルト値を変更するには、SYS$COMMON:[JAVA$8x.COM]JAVA$FILENAME_CONTROLS.COM
ファイルを編集します。 

x は、使用しているリリースの特定のバージョン番号です。 

このファイルは、 これらおよび他のデフォルトを設定するために JAVA$8x_SETUP.COM から呼び出されます。 

このファイルをそのまま使用して、すべてのアルゴリズムを有効にすることをお勧めします。 

異なるユーザは、選択された問題を回避するために異なるアルゴリズムを有効または無効にするために、このフ

ァイルを読み書きすることができます。 

それらを設定するアルゴリズムとビット値を以下に要約します。各オプションの詳細については、表の後に説明

します。 

現在のファイル名マッピング 

オプション名 値 

UNIX および OpenVMS ファイル名をサポート 
％x00000008 

ファイル名のサポートディレクトリ ％x00000200 

ファイル名に有効な文字をサポートする 
％x00001000 
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隠しファイル名をサポートする（_で置き換える） ％x00004000 

隠しファイル名をサポートする（ .を削除する） 
％x00008000 

ディレクトリ内のマルチドットをサポートします（_と置き換えます） ％x00020000 

ディレクトリ内のマルチドットをサポートする（ドットを削除する） 
％x00040000 

ファイル内のマルチドットをサポートし、最後に保持する ％x00100000 

ファイル内のマルチドットをサポートし、最初に維持する 
％x00200000 

切捨てにより 39 文字以上サポート ％x04000000 

ドットを移動して 39 文字以上をサポート ％x08000000 

ディレクトリの再マッピングのサポート ％x20000000 

個々のファイル名のマッピングを変換ごとに表示するには、JAVA$SHOW_FILENAME_MAPPING 論理名を定義します： 

$ DEFINE JAVA$SHOW_FILENAME_MAPPING 1 

これは、ファイル名のマッピング方法に問題がある場合に、予期しない "ファイルが見つかりません"というメッ

セージが表示される場合に便利です。 

例： 

「UNIX と OpenVMS」と「マルチドット最初」を有効にするには、以下の DEFINE を実行する必要があります。 

$ FILE_MASK = %x00000008 + %x00200000 

$ DEFINE JAVA$FILENAME_CONTROLS 'file_mask' 

オプションは実行時に最小値から最大値の順に処理されます。 

したがって、この例では、最初に "UNIX と OpenVMS"が処理され、次に "マルチドット最初"が処理されます。 

すべてのオプションを有効にするには： 

$ DEFINE JAVA$FILENAME_CONTROLS -1 

JAVA$FILENAME_CONTROLS が未定義またはゼロに等しい場合、何のマッピングも行われません。 

マッピングオプションの説明 

次の節では、使用可能なマッピングオプションについてさらに説明します。 

UNIX および OpenVMS ファイル名のサポート 

これを使用して、UNIX と OpenVMS のファイル名の組み合わせを UNIX スタイルの名前にマップします。 

たとえば、次のような名前を 

$disk1:[smith]/test.jtjtj/test.jtjtj 
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以下にマップします。 

/$disk1/smith/test.jtjtj/test.jtjtj 

ファイル名の dir のサポート 

OpenVMS スタイルの xxx.dir を UNIX スタイルのディレクトリに変更します。 

たとえば、次のような名前を 

/dkb500/smith.dir/testing.dat 

以下にマップします。 

/dkb500/smith/testing.dat 

ファイル名に有効な文字をサポートする 

UNIX スタイルの名前で使われる可能性があるが、OpenVMS スタイルの名前で禁止されている文字は 、UNIX ス

タイルの名前でこれらの文字が特別な意味を持たない限り、アンダースコア（_）で置き換えられます。また、特

別な意味は適宜変換を試みます。 

たとえば、 " ~"は SYS$LOGIN を指します。 

文字のリストには " +" などの文字が含まれています。 

大文字化は行われません。C は正しいファイルを作成/オープンします。 

隠しファイル名のサポート（_ へ置換） 

いくつかの Java アプリケーションは、隠しファイルまたはディレクトリを利用します。隠し文字 "." は、文字

"_" に置き換えられます。 

たとえば、次のような名前は 

.hotjava 

以下にマップされます。 

_hotjava 

または、次のような名前は 

test/.hotjava/appletviewer.dat 

以下にマップされます。 

test/_hotjava/appletviewer.dat 

隠しファイル名のサポート（. を削除） 

Java アプリケーションの中には、隠しファイルやディレクトリを利用するものがあります。隠し文字 "." はファ

イル名から削除されます。 

たとえば、次のような名前は 

.hotjava 

以下にマップします。 

hotjava 



16 
 

または、次のような名前は 

test/.hotjava/appletviewer.dat 

以下にマップします。 

test/hotjava/appletviewer.dat 

ディレクトリ内の複数のドットをアンダースコアですべて置換してサポート 

ディレクトリ内の複数のドットはアンダースコアに置き換えられます。 

たとえば、次のような名前は 

/dkb500/smith/version1.1.4.3/testing_dat.dat 

以下にマップします。 

/dkb500/smith/version1_1_4_3/testing_dat.dat 

ディレクトリ内の複数のドットをすべてのドットを削除してサポート 

ディレクトリ内の複数のドットが削除されます。 

たとえば、次のような名前を 

/dkb500/smith/version1.1.4.3/testing_dat.dat 

以下にマップします。 

/dkb500/smith/version1143/testing_dat.dat 

ファイル内の複数ドットのサポート：最後のドットを保持 

ファイル名の中の複数のドットは下線に変わりますが、最後のドットは保持されます。 

たとえば、次のような名前は 

SDKDOC_1.4.0 

以下にマップします。 

SDKDOC_1_4.0 

ファイル内の複数ドットのサポート：最初のドットを維持 

ファイル名の中の複数のドットはアンダースコアになりますが、最初のドットはそのまま残ります。 

たとえば、次のような名前は 

SDKDOC_1.4.0 

以下にマップします。 

SDKDOC_1.4_0 

切り詰めによる 39 文字を超えるファイル名のサポート 

単一のドットの左または右のいずれかの 39 文字を超えるファイル名の場合、その名前の右側部分が切り捨てられ

ます。 
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たとえば、次のような名前は 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz.extension 

以下にマップします。 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklm.extension 

同様に、次のような名前は 

somename.abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

以下にマップします。 

somename.abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklm 

39 文字を超えるファイル名をドットを移動してサポート 

ファイル名の 1 つのドットの左または右のいずれかに 39 文字以上のファイル名があり、合計文字数が[39 + 39 =] 
78 より小さい場合、アルゴリズムは単一のドットをシフトして、ドットの左側が 39 文字を超えないようにしま

す。 

たとえば、次のような名前は 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz.extension 

以下にマップします。 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklm.nopqrstuvwxyzextension 

ディレクトリの再マップサポート 

ODS-2 形式のディスク上に 8 レベル以上のディレクトリ構造を表現するためのサポートがあります。 

アプリケーションで最大 8 つのネストされたディレクトリの OpenVMS 以上を使用する場合は、次の論理を定義

してこの制限を回避してください。 

JAVA$DIRECTORY_MAPPING_COUNT nn ：いくつのディレクトリマッピングが存在するか 

JAVA$DIRECTORY_MAPPING_nn ：ディレクトリマッピング値 

ここで、nn は 01〜99 の整数です。 

たとえば、次のファイル名は以前、SDK v 1.1.n for OpenVMS では失敗しました。ディレクトリレベルが RMS に

多すぎるためです。 

/test1/test2/test3/test4/test5/test6/test7/test8/test9/test10 

ディレクトリマッピングロジックを使用すると、深いディレクトリ名を秘密の論理ディレクトリまたは別のディ

レクトリにリダイレクトできます。 

上記の例を使用すると： 

$ DEF JAVA$DIRECTORY_MAPPING_COUNT 1 ! how many directory mappings. 

$ DEF JAVA$DIRECTORY_MAPPING_01 -  
_$ "/test1/test2/test3/test4/test5/test6/test7=/test7_relevel" 

以下のプレフィックスで作成されたすべてのファイル/ディレクトリが/test7_relevel ディレクトリに作成されま

す。 
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/test1/test2/test3/test4/test5/test6/test7 

したがって、ファイル名 

/test1/test2/test3/test4/test5/test6/test7/test8/test9/test10/foo.bar 

は実際には次のように作成されます。 

/test7_relevel/test8/test9/test10/foo.bar 

注： 必ず、最初の文字から JAVA$DIRECTORY_MAPPING_nn 論理名を定義します。ディレクトリツリーの途中からデ

ィレクトリをマップすることはできません。再マッピング数の最大 99の制限に注意してください。 

ファイル名マッピングを減らすことによるメモリ使用率の向上 

歴史的に、ユーザーからの要求により、JRE はファイル名のマッピングを実行して、OpenVMS ファイルシステム

上で直接表現できないファイル名を表現可能なものにマップしています。このファイル名のマッピングには、ス

タック上に複数の（潜在的に大きな）バッファが必要です。要求されたマッピングの数が増加するにつれて、ま

すます多くのそのようなバッファが必要とされます。これらのファイル名マッピングの詳細は、「OpenVMS シス

テムでの UNIX スタイルのファイル名」のマッピング・オプションの説明を参照してください。 

C RTLには、OpenVMS の ODS-5 ボリュームで直接指定できる種類のファイル名を拡張する機能が含まれていま

す。アプリケーションのファイルが ODS-5 ボリュームに限定されている場合は、必要なファイル名のマッピング

数を減らすことができます。 

ファイル名マッピングオプションを削除すると、割り当てが必要な内部バッファの数が減り、アプリケーション

のメモリフットプリントが小さくなります。ファイル名のマッピングが必要ない場合（JAVA$FILENAME_CONTROLS

が 0 または定義されていない場合）は、-ss （スタックサイズ）値を小さくすることができます。メモリの使用

量とスレッドの作成を増やすことができます。 

JAVA$CLASSPATH の設定  

JAVA$CLASSPATH 論理名は、クラスパスを指定する別の方法です。この論理名は CLASSPATH 論理名（定義されてい

る場合）より優先されます。 

JAVA$CLASSPATH を用いると OpenVMS ファイル指定構文を使用してクラスパスを定義できます。そこには利点が

あります。JAVA$CLASSPATH ではカンマで区切られた式で複数のパスを指定できます。CLASSPATH ではコロンで区

切ったパス名で構成される引用符付きの単一の文字列を使用します。 したがって、JAVA$CLASSPATH では

CLASSPATH で発生する可能性がある OpenVMS の 255 文字の長さ制限が回避されます。 

次の 2 つのサンプル・ステートメントは、同じ結果を達成します。 

$ DEF JAVA$CLASSPATH USER1$:[SMITH.KIT]MY_CLASSES.ZIP,[] 

$ DEF CLASSPATH "/user1$/smith/kit/my_classes.zip:." 

注意： 

 CLASSPATH は引用符で囲まれたコロン区切りのリストです。 
 JAVA$CLASSPATH 引用符で囲まれていないカンマで区切られたリストです。 
 JAVA$CLASSPATH が定義されている場合 JAVA$CLASSPATH は CLASSPATH より優先されます。 
 Java ツールの-classpath オプションはの JAVA$CLASSPATH と CLASSPATH 両方を上書きします。 

詳細は、Sun のサイトで「クラスパスの設定」を参照してください。 

https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/technotes/tools/unix/classpath.html 

JAVA$ENABLE_ENVIRONMENT_EXPANSION の利用  

https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/technotes/tools/unix/classpath.html
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JAVA$ENABLE_ENVIRONMENT_EXPANSION 論理名を使用して、DCLのコマンドライン文字長制限をバイパスすること

ができます。 

$ define/job JAVA$ENABLE_ENVIRONMENT_EXPANSION TRUE 

この論理が定義されると、JRE は Java コマンドライン上の" $" で始まる論理またはシンボルを展開しようとしま

す。DCLのコマンドライン文字の長さの制限を回避するには、長いコマンドラインオペランドをよりコンパクト

なシンボルまたは論理名として定義し、それらを" $" で始まる Java コマンドラインで指定します。DCLによって

JRE に渡され、展開されます。また、論理名が複数値の論理名である場合、この機能はリストを " :"を区切り文字

として UNIX リストに変換しようとします。 

たとえば： 

$ define java$classpath [], dka200:[apache.jakarta.tomcat.lib]servlet.jar 

$ extra_option = "-Dfoobar=value1 -Dfoobar1=value2" 

$ java -cp $java$classpath $extra_option javaprogram 

論理が定義されると、JRE はコマンドラインを次のように拡張します。 

$ java -cp .:/dka200/apache/jakarta/tomcat/lib/servlet.jar - 

" -Dfoobar=value1" "-Dfoobar1=value2" javaprogram 

注：この機能は、 " -V"メソッドで提供されるオペランドを展開しません。 

_JAVA_LAUNCHER_DEBUG 論理名を診断ツールとして使用して、引数が Java 仮想マシンに渡されるときに引数を表示

することができます。（「デバッグツール」参照） 

共有可能イメージの名前の緩和 

共有可能イメージの名前の使用方法が緩和されます。 

SDK v 1.1.8 より前では、OpenVMS システム用に提供された JNIの例で は、共有可能イメージ JAVA$foo_SHR.EXE

にネイティブコードを配置することとされています。イメージ名の foo 部分を任意に設定できます。Java コードで

は、ネイティブメソッドを呼び出すことができるように、共有可能イメージをロードするために次のステートメ

ントを使用します。  

   System.loadLibrary("foo"); 
  

これには、予約されている接頭辞 JAVA$を使用して共有可能なイメージを作成する必要があるという欠点があり

ます。 

SDK v 1.1.8 では、ネームスペースと衝突しない共有可能なイメージ名を作成することが許可されています。 

 将来のリリースとの名前の競合を避けるため、ユーザーアプリケーションの共有可能イメージには接頭辞

JAVA$を付けないでください。イメージ を指す JAVA$foo_SHR 論理名を定義している限り、イメージの名前

を JAVA$foo_SHR とする事は避けられます。  

古い SDK をサポートするための回避策として、共有可能なイメージ foo.exe を指す 2 つの論理名 
"JAVA$foo_SHR "と " foo " を定義することをお 勧めします。 

$ DEFINE/JOB JAVA$foo_SHR USER_DISK:[FOO]FOO.EXE 

$ DEFINE/JOB foo USER_DISK:[FOO]FOO.EXE 

Java コードの対応するステートメントは次のようになります。 

System.loadLibrary("foo"); 

https://www.hpe.com/global/java/documentation/1.8.0/ivms/docs/user_guide.html#javalauncherdebug
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SDK v 1.1.8 より前のキットをサポートしなくなったときは、 論理名 JAVA$foo_SHR の定義をやめることが

できます。論理名 foo は、共有可能イメージのアクセスに引き続き有効です。 

 共有可能なイメージ名にプロジェクトのプレフィックスを使用することを検討してください。 

 実際のライブラリ名を loadLibraryの呼び出しに入れます。たとえば、ユーザーアプリケーションに名前の

付いたイメージがある場合、呼び出しは次のようになります。 FOO.EXE 

System.loadLibrary("foo"); 

 あなたの共有可能なイメージ（または.class ファイル）を SYS$COMMON:[JAVA...]エリアに置かないでくだ

さい。代わりに、CLASSPATH 論理を使用し て、環境に知られているユーザー・クラスを作成します。JDK
の今後のリリースには、ユーザーの.class ファイル名と競合するイメージやファイルが追加で含まれる可

能性があります。（これは、上記の 2 番目の項目で提案されているように、プロジェクト接頭辞を使用す

るもう一つの理由です）。 

非 Java コードとのインタフェース 

JDK キットには、ネイティブ C プログラムを記述して Java コードと対話するために必要な手順を段階的に示すサ

ンプルが SYS$COMMON:[JAVA$60.VMS_DEMO] に用意されています。それぞれのサンプルは、Java および C サンプル

コードを含むファイルのセットです。サンプルコードは、JNIベースのサンプルアプリケーションをコンパイル、

リンク、および実行するコマンドプロシージャだけでなく、相互作用の仕組みを示しています。詳細について

は、以下の節を参照してください。「Java コードから C コードを呼び出し」、「Java コードから OpenVMS シス

テム・サービスを呼び出し」、「C コードから Java メソッドを呼び出し」 

Java コードから C コードを呼び出す 

JDK キットは、Java コードから C コードを呼び出す方法を示すファイル JNI_EXAMPLE.SAV を提供します。また、

31 文字以上のプロシージャー名を処理する方法についても説明しています。「名前の短縮機能」の節でも説明し

ます。 

31 文字を超える外部名を短縮するには、2 つの方法があります。 

1. JRE には、HPE の C / C ++コンパイラで使用されているのと同じ変換アルゴリズムを使用して、長いプロシ

ージャ名（31 文字以上）を短縮する機能があります。この機能を利用するには、C / C ++コードを

/NAMES=(AS_IS,SHORTENED) 修飾子でコンパイルします。この SHORTENED 修飾子のキーワードが 31 文字より

長い外部名を短くする事をコンパイラに指示します。JRE は同じアルゴリズムを使用してロングネームを

自動的に短縮します。この方法は、ネイティブイメージの構築プロセスを簡素化し、デバッグを容易にす

るために推奨されます。 セーブセット JNI_EXAMPLE.SAV のファイル JNI_EXAMPLE.COM は、このメソッドを

示しています。 

2. 上記の JDK の古いバージョンを使用している場合、または/NAMES 修飾子に SHORTENED キーワードを使用し

たくない場合は、JNI_EXAMPLE.SAV セーブセットに含まれているユーティリティプログラムを使用できま

す。このユーティリティは、ネイティブコードの長い名前を手動で短縮します。

JNI_EXAMPLE_31CHARS.COM ファイルはこのメソッドを示しています。 

例を入手して使用するには： 

1. セーブセットをリストアする： 
 
$ BACKUP SYS$COMMON:[JAVA$60.VMS_DEMO]JNI_EXAMPLE.SAV/SAVE [...]*.* 

2. BACKUP に作成されたサンプルディレクトリに移動します。 
 
$ SET DEFAULT [.JNI] 

3. このパッケージ内のファイルの概要について JNI_README.TXT のファイルを読みます。 
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4. JNI_EXAMPLE.COM か JNI_EXAMPLE_31CHARS.COM を読み、あるいは実行 し、それがどのように動作する確認

してください。注：まず、実行中の Java 環境のバージョンを反映するために、プロシージャーを更新する

必要があります。 

Java コードから OpenVMS システム・サービスを呼び出す 

JDK キットには、Java コードから OpenVMS System Services を呼び出す方法を示すファイル

SYSTEM_SERVICE_INVOKE_DEMO.SAV があります。デモキットファイルのコンポーネントから必要なものをコンパイ

ルしてリンクする完全な例です。 

これは、2 つのクラス LibGetJPI、LibGetSYI を作成します。それらは、Java Native Interface（JNI）を C ベースの

ネイティブコードを呼び出すジャケット・ルーチンであり、実際は GETJPI や GETSYI システムのサービスをアク

セスします。 

この例では、いくつかの手法を示します。 

 必要なアイテムコードなどを Java レベルで定義する。これは 、対応するシステムサービスの*DEF*.h ファ

イルから手作業で編集された*DEF*.java ファイルを作成することによって達成されます。 

 より大きなアプリケーション内でこれらのファイルの全体的な配置を整理するためのパッケージの使用。 

 これらのシステムサービスを表すためのクラスを作成し、これらのシステムサービス呼び出しの結果にシ

ームレスな Java ベースのアクセスを可能にするアプローチ。 

 必要に応じてこれらのサービスの動的ロードを可能にする共有ライブラリの作成。 

 共有ライブラリのリンクに必要な.OPT ファイルを動的に作成するための SCAN_GLOBALS_FOR_OPTION.COM

と JAVA$BUILD_OPTION.EXE の利用。 

例を入手して使用するには： 

1. セーブセットをリストアする： 

 

$ BACKUP -  

SYS$COMMON:[JAVA$60.VMS_DEMO]SYSTEM_SERVICE_INVOKE_DEMO.SAV/SAVE [...]*.* 

2. BACKUP によって作成されたサンプルディレクトリに移動します。 
 
$ SET DEFAULT [.SYSTEM_SERVICE_INVOKE_DEMO] 

3. Java 環境を設定します。例： 
 
$ @SYS$COMMON:[JAVA$60.COM]JAVA$60_SETUP.COM 

4. 例を新たに作成するコマンド・プロシージャを読み、あるいは実行します。注：まず、実行中の Java 環境

のバージョンを反映するために、プロシージャーを更新する必要があります。 
 
$ @BUILD_EXAMPLE.COM 

C コードから Java メソッドを呼び出す 

JDK キットには、C コードで始まり Java メソッドを呼び出すアプリケーションの記述方法を示すファイル

INVOKE_JAVA_FROM_C_EXAMPLE.SAV があります。 

サンプルプログラムでは、 

 例のコンパイルとリンク。 

 C コードでアプリケーションを起動する。 

 仮想マシンの有効化。 
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 Java メソッドを呼び出すと、例外がスローされます。サンプルコードは、Java 例外を検出して処理する方

法を示しています。 

 Java メソッドを呼び出すと、ネイティブ C ルーチンが呼び出され、Java コードから最終的に呼び出される

コールバックを C コードで確立する方法が示されます。 

 共有ライブラリを作成して、必要に応じて C コードを動的に読み込むことができます。 

 共有ライブラリのリンクに必要な.OPT ファイルを動的に作成するための SCAN_GLOBALS_FOR_OPTION.COM

と JAVA$BUILD_OPTION.EXE の利用。 

例を入手して使用するには： 

1. セーブセットを復元する： 
 
$ BACKUP - 

SYS$COMMON:[JAVA$60.VMS_DEMO]INVOKE_JAVA_FROM_C_EXAMPLE.SAV/SAVE [...]*.* 

2. BACKUP によって作成されたサンプルディレクトリに移動します。 
 
$ SET DEFAULT [.INVOKE_JAVA_FROM_C] 

3. Java 環境を設定します。例： 
 
$ @SYS$COMMON:[JAVA$60.COM]JAVA$60_SETUP.COM 

4. 例を新たに作成するコマンド・プロシージャを読み、あるいは実行します。注：まず、実行中の Java 環境

のバージョンを反映するために、プロシージャーを更新する必要があります。 
 
$ @JNIINVTEST.COM 

31 文字を超えるプロシージャ名の処理については、「名前短縮機能」を参照してください。 

名前短縮機能 

OpenVMS の JRE は、HPE の C / C ++コンパイラで使用されているのと同じ翻訳アルゴリズムを使用して、長いプ

ロシージャ名（31 文字以上）を短縮することができます。この機能を使用するには、C / C ++コードを

/NAMES=(AS_IS,SHORTENED)修飾子でコンパイルします。 

SCAN_FOR_31_CHARS.COM を使用している古い名前短縮メソッドは引き続きサポートされています。いずれかの方

法を選択できます。（JNI_EXAMPLE.SAV に含まれる SCAN_FOR_31_CHARS.COM の使用方法については、「Java コー

ドから呼び出す C コード」の節の設定手順に従い、次にファイル JNI_README.TXT、 JNI_EXAMPLE.COM と

SCAN_FOR_31_CHARS.COM を読んでください。SCAN_FOR_31_CHARS.COM を手動で実行し、長い.H の名前を 31 文字に変

換できます。）この方法で生成される名前は、C / C ++コンパイラによって生成される名前とは異なります。 

JRE が長い名前に直面すると、新しいコンパイラベースの名前圧縮アルゴリズム（C または C ++コンパイラを

/NAMES=(AS_IS,SHORTENED)修飾子で実行するのと同じもの）を使用して一致を見つけることが最初に試みられま

す。 

JRE がこのような一致を見つけられなかった場合は、SCAN_FOR_31_CHARS.COM で使用されるアルゴリズムを使用し

て短い名前を作成しようとします。 

古い手動の名前短縮メソッドは引き続き機能しますが、新しい自動メソッドを利用することをお勧めします。 

ファイル共有の限定的サポート 

JRE はファイル共有を限定的にサポートしており、ユーザーが選択できるファイル共有モードをいくつか備えて

います。JRE ファイル共有モードを有効にするに JAVA$FILE_OPEN_MODE は、次のいずれかの値に論理値を定義し

ます。 
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0 または定義されていない ファイル共有なし 

2 同期書き込み、ファイルへの書き込みごとに、ファイルはディスクと同期

します。 

注記：書き込みごとに同期を行うと、JDK が期待するものに近いファイル

共有が可能になります。しかし、通常は実行に数秒かかったものは、数分

以上かかることがあります。 

3 開いているすべてのファイル記述子のテーブルは、JDK によって保持され

ます。JDK は、アプリケーションがファイルに書き込むタイミングを監視

し、write_pending フラグを設定します。すべての読み取り操作の前に、

JDK は開いているファイル記述子のリストをスキャンします。書き込みが

保留中の一致が見つかった場合、保留中の書き込みは読み取り前にディス

クにフラッシュされます。 

制限：1 つのプロセスだけが確実にファイルを共有できます。 

C RTLと JDK のファイル共有機能を強化するために HPE C エンジニアリングと協力しています。 

拡張ファイル仕様 

OpenVMS は、深いディレクトリのネストと拡張ファイル名の 2 つの部分で構成される拡張ファイル仕様をサポー

トしています。詳細は、『OpenVMS Extended File Specifications の手引き』『OpenVMS Guide to Extended File 
Specifications』を参照してください。JRE は、これらの機能、特に ODS-5 ディスク上の拡張ファイル名を利用す

ることができます。これにより、より長いファイル名と大文字と小文字のファイル名が可能になります。 

このサポートを有効にするには： 

1. 次のコマンドを実行します。 

$ SET PROCESS/PARSE_STYLE=EXTENDED 

このコマンドにより、コマンドラインでの引数の大文字と小文字が保持されるようになり、C RTLの変更

を利用するために必要です。 

2. 特別な論理名を定義することにより、C RTL の新機能を有効にします。これらの論理名

は JAVA$6x_SETUP.COM ファイル内にあり、デフォルトでコメントアウトされています。また、x は使用して

いるリリースの特定のバージョン番号です。ここで注目すべきは DECC$ARGV_PARSE_STYLE と

DECC$EFS_CASE_PRESERVE で 、これらについては以下の手順で説明します。 

3. C RTLがコマンドライン引数の大文字小文字を維持するために（小文字に変換する代わりに）、

DECC$ARGV_PARSE_STYLE を有効にします。 
 
$ DEFINE DECC$ARGV_PARSE_STYLE ENABLE 

4. C RTLがすべての C RTL I / O 関数でファイル名の大文字小文字を保持するように DECC$EFS_CASE_PRESERVE

を有効にします。 
 
$ DEFINE DECC$EFS_CASE_PRESERVE ENABLE 

このサポートを有効にすると、"FOO.CLASS"は"FOO.CLASS"の代わりにファイル "Foo.class"にコンパイルされま

す。 

この機能を無効にするには、次のいずれかのコマンドを実行します。 

$ SET PROCESS/PARSE_STYLE=TRADITIONAL 

$ DEFINE DECC$ARGV_PARSE_STYLE DISABLE 
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$ DEASSIGN DECC$ARGV_PARSE_STYLE 

$ DEFINE DECC$EFS_CASE_PRESERVE DISABLE 

DECC$ARGV_PARSE_STYLE と DECC$EFS_CASE_PRESERVE 論理名の値は、大文字小文字を区別しています。 

もう 1 つ注目すべき C RTL機能論理名 DECC$EFS_CHARSET があります。DECC$EFS_CHARSET が有効の場合、ファイ

ル名は複数のドットを含む ODS-5 拡張文字を含めることができます。Java アプリケーションでこれを利用には

DECC$EFS_CHARSET を有効にして JAVA$FILENAME_CONTROLS を適切なビットのみを有効にして定義する必要があり

ます。たとえば、複数のドットを含むディレクトリ名とファイル名を許可する場合は、次のようにします。 

1. 次のコマンドを実行します。 
 

$ SET PROCESS/PARSE_STYLE=EXTENDED 

2. JAVA$FILENAME_CONTROLS.COM を編集して option_string の必要なビットだけ設定 します。 

option_string = JAVA$M_UNIX_AND_VMS 

特に、複数のドットを持つディレクトリ名とファイル名を許可するこの例では、次のビットを設定しない

でください。 
 
JAVA$M_HIDDEN_WITH_UNDERSCORE 

JAVA$M_HIDDEN_REMOVE_DOT 

JAVA$M_DOT_IN_DIRNAME_UNDER 

JAVA$M_DOT_IN_DIRNAME_REMOVE 

JAVA$M_MULTI_DOT_KEEP_LAST 

JAVA$M_MULTI_DOT_KEEP_FIRST 

3. JAVA$FILENAME_CONTROLS.COM を実行して JAVA$FILENAME_CONTROLS を定義し ます。 

4. DECC$EFS_CHARSET を有効にし、C RTL に ODS-5 拡張文字をサポートさせます。 
 
$ DEFINE DECC$EFS_CHARSET ENABLE 

DECC$ARGV_PARSE_STYLE、 DECC$EFS_CASE_PRESERVE、 DECC$EFS_CHARSET および他の C RTL 機能スイッチ DECC$論

理名を使用して有効または無効にすることができる機能の詳細については、「OpenVMS システムのための HPE C
ランタイム・ライブラリ・リファレンス・マニュアル」の「HPE C RTLを有効にする機能論理名の使用機能」を

参照してください。 

JAVAC と JAR のファイルオペランドの大文字小文字の自動決定 

以前は、HPE は、JAVAC と JAR コマンドがワイルドカード仕様のファイル指定を受け入れる機能を追加し、自動

的にその名前の正しい大文字小文字を判断していました。これにより、以下のコマンドが可能でした。 

$ JAVAC *.java 

および 

$ JAR cvf test.jar *.class 

SDK v 1.3.1 では、これらの 2 つのツールで .java（for JAVAC）と.class （for JAR）ファイルオペランドを拡張し

ているため、たとえば以下が可能です、 

$ JAR cvf test.jar TESTPLOT.CLASS 

以下のように書く必要はありません。 

$ JAR cvf test.jar "TestPlot.class" 

$ JAR cvf test.jar "TESTPLOT.CLASS"  

あるいは 

http://h71000.www7.hp.com/doc/83final/5763/5763pro.html
http://h71000.www7.hp.com/doc/83final/5763/5763pro.html
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$ JAR cvf test.jar "testplot.class" 

これは、特に DCLを使用する人が自動的にオペランドを生成する場合に役立ちます。なぜなら、DCLはファイル

名を大文字にするためです。これにより正確な大文字小文字の文字列を引用符で囲む必要性が減ります。 

注意：これは、JAVACと JAR のみの動作です。他の JAVA コマンドなどには正しい大文字小文字を使用する必要が

あります。 

この機能はデフォルトで有効になっています。既存のコマンド手順で問題が発生した場合は、次のように設定す

ることで完全に無効にすることができます。 

$ define JAVA$OMIT_CASE_CHECK true 

使用するコマンドプロシージャで適切な大文字小文字のオペランドを扱える場合は、この自動チェックをオフに

することをお勧めします。操作が遅くなります。 

特定のファイル操作コマンドでの UNIX スタイルの動作の有効化 

次の論理名は、特定のファイル操作コマンドに対して UNIX スタイルの動作を有効にします。 

$ define JAVA$DELETE_ALL_VERSIONS true  

（削除時にすべてのバージョンを削除） 

$ define JAVA$RENAME_ALL_VERSIONS true  

（名前の変更、すべてのバージョンの名前の変更） 

$ define JAVA$CREATE_DIR_WITH_OWNER_DELETE true  
（ディレクトリ作成時に、O:REWD デフォルトで保護を確立する） 

DECC$FILE_PERMISSION_UNIX 論理名は JAVA$CREATE_DIR_WITH_OWNER_DELETE の効果より優先します。 

OpenVMS で、次のように入力すると、 

mkdir("a/b/c", mode) 

その後、 

chmod("a/b/c", mode) 

ディレクトリ ' c' だけが新しいモードを取得します。 

DECC$FILE_PERMISSION_UNIX 論理名をオンにすることで、ディレクトリ ' a'と ' b'は新しいモードの影響を受けま

す。 

詳細については、『』の「機能論理名の使用による C RTL 機能の有効化」を参照してください。 

ディレクトリ情報_java.policy とデフォルトディレクトリの対応 

_java.policy ファイル内のディレクトリを指定する方法と現在のディレクトリとの間には、（CLASSPATH の一部

として使用する場合）は直接の対応が必要です。（あなたの現在のデフォルトディレクトリは、常に暗黙のクラ

スパスの一部です。） 

たとえば、ポリシーファイルに次のような記述があるとします。 

grant codeBase "file:${rootdir}/-" { 

permission java.security.AllPermission; 

}; 

あなたのアプリケーションを（部分的に）次のように起動します。 
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$ java -Drootdir=/DISK1$/directory/subdirectory/ 

あなたはそのディレクトリに次の方法でアクセスする必要があります： 

$ SET DEF DISK1$:[directory.subdirectory] 

次のような別名は使用できません。 

$ SET DEF USER1$:[directory.subdirectory] 

たとえ USER1$が DISK1$と同じディスクであっても、（許可されたアクセスを判断する）許可プロセス全体がファ

イル指定文字列の比較に基づいているためです。文字列比較の観点から（大文字小文字を区別しなくて

も）、 USER1$:[directory.subdirectory] と DISK$1:[directory.subdirectory]は同じパスではなく、 アクセ

スが拒否されます。 

アプリケーションのパフォーマンスチューニング 

アプリケーション・コードを変更することなく、OpenVMS 上のアプリケーションのパフォーマンスをいくつかの

方法で最適化できます。JRE は、特定の論理名でその動作を変更する事が出来ます。以下の説明は、パフォーマ

ンスを最適化するために使用できるいくつかのテクニックを示しています。また、OpenVMS システムでの Java
パフォーマンスを向上させるためのヒントについては、『OpenVMS 上での Java アプリケーションの性能の最適化』

を参照してください。 

方法その１： JAVA$FORK_MAILBOX_MESSAGES、 JAVA$EXEC_USE_PIPES、JAVA$FORK_PIPE_STYLE の利用 

アプリケーションは、論理名 JAVA$FORK_MAILBOX_MESSAGES と論理名 JAVA$EXEC_USE_PIPES を使用してパフォー

マンスを調整することができます。 

OpenVMS システムでは、Java プロセスの作成と親子関係はネイティブ・スレッドによって管理されます。それら

の間でデータを渡す場合、それはメールボックスによって行われます。たとえば、典型的なシナリオでは、子プ

ロセスが出力ストリームを生成し、親プロセスがこのストリームを入力として使用します。 

概略的には、 

子プロセスの書き込み 

     | 

     V 

  メールボックス 

     | 

     V 

親プロセスの読み込み 

いくつかのアプリケーションでは、親プロセスが子プロセスを開始し、データストリームの読み取りを開始する

前に、子プロセスが終了するのを待機するように記述されています。他のアプリケーションでは、親は可能な限

り早く読み込みを開始しますが、子どもに追いつくことはできません。これらのアプローチの両方が問題になる

可能性があります。 

問題は、メールボックスが有限のサイズであるために発生します。 

メールボックスがいっぱいになると、子供はそれ以上の作業をすることができなくなり、決して完了しません。

一方、親は子供が終了するのを待っており、また続行することはできません。この状態は、Read-Write MailBoX
（RWMBX）待機状態（または RWINS）と呼ばれ、このアプリケーションを実行しているプロセスはブロックさ

れています。 

このような状況を回避するために、JRE はメールボックスとコンシューマ間でバッファリングを行います。1 つの

スレッドは、メールボックスからデータを読み取り、ヒープストレージに格納します。別のスレッドはこのヒー

プからバッファリングされたデータを読み込み、それが要求されたときにそれを親に送ります。 

図式的に： 

  

http://h50146.www5.hpe.com/products/software/oe/openvms/technical/pdfs/OptimizingSDKGuide.pdf
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子プロセスの書き込み 

     | 

     V 

  メールボックス 

     | 

     V 

PutToHeap 

     | 

     V 

GetFrom ヒープ 

     | 

     V 

  メールボックス 

     | 

     V 

（Java アプリケーション）親プロセスの読み取り 

親が子の終了を待っている場合、このバッファリングでは、メールボックスを空にして、子が実行して終了でき

るようにし、それによって親が再開されるようにします。親が継続的に読み込んでいるが、一時的に満杯になっ

た場合、バッファリングは生産と消費のデータフローを調整します。 

親が情報ストリームを消費する前に子供が完了するのを待っている場合、出力量が使用可能なヒープストレージ

の量を超えると、このバッファリングメカニズム自体が失敗します。使用可能なヒープがなくなると、PutToHeap
はメールボックスを空にすることができず、再び（RWMBX または RWINS）待機状態になります。いくつかの非

同期エージェントが付属し、関連するリソースを変更しない限り、ブロックされた状態が維持されます。たとえ

ば、いくつかのヒープストレージを解放します。 

ただし、ほとんどの場合、ヒープストレージの追加容量は、子が完了するのに十分であり、親が続行するには十

分です。 

このデータフローを制御するためのさらに強化された方法として、パイプラインで未処理のメッセージ数を監視

します。 

図式的に： 

      + --------->子プロセスの書き込み 

      |          | 

      |          V 

      |       メールボックス 

未処理の          | 

メッセージの        | 

カウント          V 

      |        PutToHeap 

      |          | 

      |          V 

      + ----------> GetFrom ヒープ 

                       | 

                       V 

                 メールボックス 

                       | 

                       V 

      （Java アプリケーション）親プロセスの読み取り 

書き込まれたメッセージの数が 1024 と JAVA$FORK_MAILBOX_MESSAGES 論理名の値の小さいほうの値を超えると、

RWMBX 状態を防ぐために書き込みを停止します。JAVA$FORK_MAILBOX_MESSAGES が定義されていない場合は 8 で

あるとみなされます。 

この一時的な生産の制限により、親スレッドは追いつくことができ（超過メッセージのしきい値内に入る）、ア

プリケーション全体が継続されます。 

前に述べたように、JAVA$FORK_MAILBOX_MESSAGES 定義されていない場合、それは 8 とみなされます。この値を制

御すると、ライターは消費者より 8 レコード先行するたびにライターが一時的に中断されます。多くの小さなレ

コードを生成するアプリケーションでは、値を JAVA$FORK_MAILBOX_MESSAGES より大きな値に設定してください。

通常は、1024 を通常のメールボックスレコードサイズで割った値に設定してください。あなたが制作スレッドの

開始停止時間を最小限に抑えているので、操作がより効率的になります。大きすぎると、RWMBX 状態が発生す
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る可能性があります。明示的に使用することなくしばらくの間、RWMBX 状態の Java アプリケーションが表示さ

れる JAVA$FORK_MAILBOX_MESSAGES 場合は、デフォルト値の 8 より小さい値に設定してみてください。 

JAVA$EXEC_USE_PIPES 論理名を定義することで、exec とパイプのバッファリングされていない動作に戻すことが

できます。 

$ DEFINE JAVA$EXEC_USE_PIPES 1 ! use unbuffered behavior 

論理名 JAVA$FORK_PIPE_STYLE は、JAVA$EXEC_USE_PIPES が提供する機能を拡張するために使用できます。データ

フロー管理の 3 つのスタイルから選択できます。 

値 JAVA$FORK_PIPE_STYLE 動作 同等 

0 バッファリングされていない動作を使用

する 
JAVA$EXEC_USE_PIPES = 1 

1 デフォルト動作 JAVA$EXEC_USE_PIPES 未定義 

2 デフォルトの動作（ヒープと Java アプリ

ケーション間のデータをバッファリング

するためのメールボックスではなくソケ

ットを使用することを除く）親読み取り

（TCP / IP スタックが必要） 

JAVA$EXEC_USE_PIPES 未定義、ヒープ

と Java アプリケーションの間でデータ

をバッファリングするためにメールボ

ックスではなくソケットを使用するこ

とを除いて親読み取り（TCP / IP スタ

ックが必要） 

 
JAVA$FORK_PIPE_STYLE を値 0 で定義するのは、JAVA$EXEC_USE_PIPES を値 1 に定義するのと同じです。その結

果、バッファリングされていない動作が使用されます。 

JAVA$FORK_PIPE_STYLE を値 1 で定義することは、JAVA$EXEC_USE_PIPES を定義しないことと同じです。結果は、

前の段落で説明したバッファリングされた動作です。 

JAVA$FORK_PIPE_STYLE を値を 2 として定義するのは、JAVA$EXEC_USE_PIPES を定義しないと似ていますが、ヒー

プと親 Java アプリケーション読み込みの間でデータをバッファリングに、ソケットではなく、メールボックスを

使用することになります。 注： このスタイルには TCP / IP スタックが必要です。 

図式的に： 

  

子プロセスの書き込み 

     | 

     V 

メールボックス 

     | 

     V 

PutToHeap 

     | 

     V 

GetFrom ヒープ 

     | 

     V 

ソケット  

     | 

     V 

（Java アプリケーション） 

親プロセスの読み込み 

Java アプリケーションはソケットデバイスから読み取っているため、バッファされていない IO、ioctl 機能、IO 操

作のキャンセルなどを使用できます。これは、真の UNIX パイプ機能をシミュレートするのに最も近い方法で

す。このスタイルを使用して子プロセスからデータを処理すると、パフォーマンスが向上します。 

方法その２： JAVA$DISABLE_MULTIDOT_DIRECTORY_STAT の利用 
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セカンダリ stat()コールの回避 

ファイル名マッピングの仕組みやドットを含むディレクトリの処理方法は OpenVMS 上で処理されるため、JRE は

最初の stat() 呼び出しで見つからないクラスファイルを探すたびに、追加の stat()呼び出しを行う必要があり

ます。 

別のプラットフォームからアプリケーションをインポートする時に、全体的なディレクトリ構造の中にディレク

トリ project-3.1-A があると仮定します。 

操作中に、ディレクトリが存在することを確認する必要があります。OpenVMS では、project-3.1-A という名前

の付いたディレクトリを表すことはできません。 その結果、アプリケーションがディレクトリの存在を確認しよ

うとすると、JRE はまず stat(): projects/project-3.1-A でアクセスを試みます。 

それが失敗すると、stat()ディレクトリ名からすべてのドットを削除するようにパスが変更されます。
projects/project-3_1-A. 

この 2 番目の試みは "ドット"を含むディレクトリの再マッピングをサポートするために必要であるため、

stat() が失敗した場合は 2 番目の stat()"呼び出しでドット"を含むディレクトリであるかどうかを確認しようと

します。 

一般に、stat()呼び出しが失敗するたびに、JRE は パス名が変更された別の stat()呼び出しを試みます。 

2 番目の stat()コールをすることの影響は何ですか？ 

現代の Java アプリケーションは、通常、複数のベンダによって提供されるクラスファイル（ライブラリ）を描画

することによって構築されます。実行時にこれを利用するために、何百もの個々のパス名を含むことができる長

い Classpath 文字列を指定する必要があります。 

たとえば、projects/classes/MyApp.class のために 、JRE は"projects/classes/MyApp.class" を最に stat()試

行します。それが失敗すると、それは "projects/classes/MyApp_class" を試してそれが "ドット"を含むディレ

クトリであるかどうかを調べようとするでしょう。 

特定のクラスファイルを探している場合は、一般的には必要なファイルを見つけるためにパスの約 50％を調べる

必要があります。これは、クラスファイルの検索に失敗するたびに JRE が stat()を 2 つ実行することを意味しま

す。 

あなたが求めているクラスを含まないパスのたびに、その stat()失敗が 2番目の stat()を発行させます。これら

の 2番目の stat（）コール数に、通常のアプリケーションでロードされる数百のクラスを掛け合わせると、2番目

の stat()コールの総数 がアプリケーションの起動のかなりの部分を占めることがわかります。 

しかし、アプリケーションが名前にドットを含むディレクトリを扱わないことが分かっている場合、アプリケー

ションのために有用でないため、JRE にセカンダリ stat()コールを行わないように指示できます。 

これは次のように設定して行います。 

$ define/nolog JAVA$DISABLE_MULTIDOT_DIRECTORY_STAT true 

これにより、2番目の stat()コールが無効になります。 

ただし、この論理名をオンにして、元のドットが入っていたディレクトリで何かを見つけようとすると、おそら

く java.lang.NoClassDefFoundError アプリケーションエラーまたはディレクトリエラーが発生してアプリケーシ

ョンが失敗します。 

方法その３： JAVA$CACHING_INTERVAL の利用 

一部のアプリケーションは、ファイルの作成、ファイルの存在のためのディレクトリの監視、および、以下のよ

うなファイルメソッドを使用したファイルのプロパティのテストにかなりの時間を費やします。 

File file = new File(name); 

file.exists() 
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file.isDirectory() 

file.isAbsolute() 

これらのメソッドは、基礎となる C ランタイムライブラリ stat()関数を間接的に使用し ます。 

典型的なシーケンスは次のように表示されます。 

if (file.exists()) { // ends up calling stat() 

if (file.isDirectory()){ // ends up calling stat() again 

... 

} 

} 

アプリケーションがこれらの操作（監視されたファイルセットの変更を継続的にポーリングする）を行う場合、

この最適化の恩恵を受ける可能性があります。 

そこで次のように論理名を設定します。 

$ DEFINE/JOB JAVA$CACHING_INTERVAL <caching interval in seconds> 

例： 

$ DEFINE/JOB JAVA$CACHING_INTERVAL 60 

stat() 関数によって収集された情報は、指定された間隔でキャッシュされてから、古いとみなされ、キャッシュ

は無効にされます。 

したがって、上のコードでは、質問 file.isDirectory()はキャッシュされた情報から回答され、実際に I / O は

実行されません。これはかなりの時間差を表しています。いくつかの Web サーバーでは、同じファイルグループ

の状態を監視するために毎秒何百回もの呼び出しが行われています。そのような場合の全体的なスピードアップ

は劇的なものになります。 

追加のキャッシュは、JAVA$CACHING_INTERVAL が有効で JAVA$CACHING_DIRECTORY が定義されている場合に発生し

ます。キャッシングアルゴリズムは、ファイルが「見つからない」理由を発見しようと試みます。ディレクトリ

ツリーが存在しないためにキャッシュアルゴリズムが最適化され、このツリーへの今後の試みも失敗することが

認識されます（ディレクトリが作成されるまで）。これにより、JAVA$CLASSPATH （または CLASSPATH）で定義さ

れた複数のディレクトリを持つアプリケーションのアプリケーション起動が向上します。 

キャッシュは無効にされ、以下の動作の後に、実際の呼び出し stat() が初めて行われます。 

 現在のキャッシュ間隔が終了します。 

 

 キャッシュされた情報の妥当性を変更すると思われる明示的なアクションが現在のアプリケーション内で

行われます。 

o READ 以外でファイルが開かれています。 
o ファイルまたはディレクトリが作成または破棄されます。 
o 子プロセスは、Runtime.exec() 経由で生成されるか、完了します。 

このキャッシュの主な欠点は、このアプリケーションの協力なしに別のアプリケーション（FTP など）がファイ

ルを監視対象のセットにコピーした場合、上記の理由の 1 つでキャッシュが無効になるまで、JRE はファイルを

見ない可能性があるということです。 

デフォルトでは、この最適化は有効になっていません。論理 JAVA$CACHING_INTERVAL 値をゼロ以外の正の値に設

定することによってのみ有効にすることができます。 

方法その４： JAVA$DAEMONIZE_MAIN_THREAD の利用 
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AST を大量に使用するアプリケーションでは、メインの Java スレッドの CPU 時間が不足する可能性があります。 

『Guide to the POSIX Thread Library』の B.12.5 節「Delivery of ASTs」で説明されています： 

スレッドごとの AST に加えて、プロセス全体、または特にスレッドがない、または終了したスレッドに向

けられたユーザーモードの AST もあります。これらの「プロセス」AST は、最初のスレッドにキューイン

グされ、スレッドごとの AST と同様の方法でスレッドを実行可能にします。彼らは最初のスレッドのコン

テキストで実行されます.... 

後の節では、アプリケーション開発のためにどのように考慮すべきかを説明します。 

アプリケーションで AST を頻繁に使用すると、そのスレッドだけがプロセス全体を対象とする AST を実行

するため、最初のスレッドをある程度枯渇させる可能性があります。 

つまり、「プロセス」AST が最初に実行され、メインスレッドで実行されている Java スレッドは、AST がない場

合にのみ CPU を取得します。論理名を定義すると、 

$ define JAVA$DAEMONIZE_MAIN_THREAD true 

メインの Java スレッドを実行するための新しいスレッドが作成されます。AST を大量に使用するアプリケーショ

ンでは、AST はメインの Java スレッドを枯渇させることなく CPU を使用できます。 

JAVA$DAEMONIZE_MAIN_THREAD が定義されていないと、メイン Java スレッドは AST と CPU を共有します。

JAVA$DAEMONIZE_MAIN_THREAD 定義されていると、メインの Java スレッドは、それが唯一の AST を処理すること

ができ、空のスレッドです。実際のメイン Java スレッドは別のスレッドに移動します。マルチ CPU システムで

は、メインスレッドは 1 つのスレッドで実行され、AST は別のスレッドで実行されている可能性があります。 

方法その５： JAVA$READDIR_CASE_DISABLE の利用 

この論理名を使用すると、必要でない場合、大文字と小文字を区別するファイル名抽出機能（ODS-2 の "readdir"
エントリの自動修正）をオフにすることができます。 

$ define JAVA$READDIR_CASE_DISABLE true 

Java メソッド File.list()を使用し JAVA$READDIR_CASE_DISABLE が定義されていない場合（デフォルトで定義さ

れていない）、JRE は、.java と.class ファイル名エントリのディレクトリ検索が正しい大文字と小文字のファ

イルを用いる事を保証します。たとえば、正しいファイル名 Foobar.class が ODS-2 ディスク構造上にある場

合、ファイル名は FOOBAR.CLASS となります。デフォルトでは、JRE はファイル名 Foobar.class の内部ビューを

保証します。ODS-5 ディスク構造にすべてのファイルを置き、ファイル名が正しい大文字と小文字で作成された

ことを確認できた場合は、JAVA$READDIR_CASE_DISABLE を定義する事は*.java と* .class ファイル名を含むディ

レクトリのスキャンのパフォーマンスを向上します 。 

方法その６：JAVA$OMIT_CASE_CHECK の利用 

この論理名は、JAVAC と JAR でのファイルオペランドの大文字小文字の自動決定をユーザがオフにすることを可

能にします。 

$ define JAVA$OMIT_CASE_CHECK true 

JAVAC や JAR、コマンドを使用し、JAVA$OMIT_CASE_CHECK が定義されていない場合（デフォルトで定義されてい

ない）、「JAVACと JARのファイルオペランドの大文字小文字の自動決定」の節で説明したように、.java

と.class ファイルのオペランドを JRE は自動的に正しいの場合決定されます。すべてのファイルを ODS-5 ディス

ク構造に制限し、ファイル名が正しい大/小文字で作成/名前付けされていることを確認することができれば、

JAVA$OMIT_CASE_CHECK を定義する と、JAVAC および JAR コマンドのパフォーマンスが向上します。 

方法その７：グラフィックスを集中的に使用するアプリケーションの表示 



32 
 

グラフィックスを大量に消費する Java アプリケーションをリモートホストディスプレイ（TCP / IP 経由）に表示

する場合、Java プロパティ sun.java2d.pmoffscreen を false に設定すると、アプリケーションのグラフィックス

性能が大幅に向上する可能性があります。このプロパティは Java のコマンドラインから設定されます。 

例： 
    -Dsun.java2d.pmoffscreen=false 

詳細は、Sun のサイトにある『Java 2Dテクノロジのシステム・プロパティ』を参照してください。 

https://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/technotes/guides/2d/flags.html 

方法その８： JAVA$TIMED_READ_USE_QIO の利用 

一部の Web アプリケーションは、タイムアウト値を持つソケットストリームを使用してかなりの時間を費やしま

す。このため、仮想マシンはマルチスレッドの性質で C ランタイムライブラリ select()の機能を利用します。論

理名 JAVA$TIMED_READ_USE_QIO が有効な場合、仮想マシンは QIO（s）と AST（s）を使用して、同じ機能を実装

し select()ます。主な結果として、カーネルモードの CPU 使用率が全体的に低下し、アプリケーションでより利

用可能なユーザーモードの CPU 消費電力が得られました。 

TCP / IP Services for OpenVMS を実行している場合は、コマンド tcpip show comm/mem を使用して、アプリケーシ

ョンがこの論理名を使用する利点があるかどうかを判断できます。 

アプリケーションを開始する前に、番号 TCPIP Timer および SELECT Structure のベースラインをキャプチャしま

す。 

$ tcpip show comm/mem 

... 

8 mbufs allocated to OpenVMS TCPIP Timer structure 

3 mbufs allocated to OpenVMS LAN VCI VCIB structure 

1 mbufs allocated to OpenVMS LAN MCAST_REQ structure 

2 mbufs allocated to OpenVMS SELECT structure 

... 

アプリケーションに負荷がかかると、これらを引き続き監視してください。 

$ tcpip show comm/mem 

... 

30 mbufs allocated to OpenVMS TCPIP Timer structure 

3 mbufs allocated to OpenVMS LAN VCI VCIB structure 

1 mbufs allocated to OpenVMS LAN MCAST_REQ structure 

24 mbufs allocated to OpenVMS SELECT structure 

... 

mbuf、「SELECT」structure の数が二桁場合はで、あなたのアプリケーションは、この論理名から利益を得るこ

とができます。 

システム全体のパフォーマンス向上を監視できます。システムは、より少ないカーネルモードとエグゼクティブ

モード CPU を使用します。 
 
使用前： 
 
$ monitor system/all 

                               SYSTEM STATISTICS 

                                 on node SECURE 

                            12-MAY-2003 15:22:19.28 

  

                                       CUR        AVE        MIN        MAX 

  

    Interrupt State                  16.33      15.80      14.83      16.33 

    MP Synchronization                5.33       5.19       4.16       5.66 

    Kernel Mode                      80.83      80.73      77.66      84.66 

    Executive Mode                   20.50      20.16      18.83      20.66 
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    Supervisor Mode                   0.00       0.00       0.00       0.00 

    User Mode                        94.16      95.03      90.83      99.00 

    Compatibility Mode                0.00       0.00       0.00       0.00 

    Idle Time                       183.16     183.03     175.50     191.83 

 
使用後： 

  

                             SYSTEM STATISTICS 

                                 on node SECURE 

                            12-MAY-2003 15:38:44.41 

  

                                       CUR        AVE        MIN        MAX 

  

    Interrupt State                  16.50      17.95      16.50      20.16 

    MP Synchronization                4.00       4.25       4.00       4.83 

    Kernel Mode                      32.83      35.87      32.83      41.33 

    Executive Mode                    1.00       0.50       0.00       1.00 

    Supervisor Mode                   0.00       0.00       0.00       0.00 

    User Mode                        75.00      77.95      72.83      87.00 

    Compatibility Mode                0.00       0.00       0.00       0.00 

    Idle Time                       270.83     263.62     246.83     270.83 

注：主な利点は、CPU 使用率の低下でした。このテストケースでは、「前」テストよりも 33％多くトランザクシ

ョンが処理されました。 

VAXC$PATH のサポート 

VAXC$PATH を OpenVMS 検索パスとして使用して、.EXE または.COM をデフォルトのディレクトリ以外で検索でき

ます。JDK v8.0 を例にとると、 

$ define VAXC$PATH GNU:[bin],[],sys$common:[JAVA$80.bin] ! open source GNU files 

br = new BufferedReader(new InputStreamReader( 

rt.exec("chmod").getInputStream())); 

上記は VAXC$PATH で定義された 3 つのディレクトリで chmod., chmod.exe, chmod.com を検索します。 

また、 

br = new BufferedReader(new InputStreamReader( 

rt.exec("javac").getInputStream())); 

は javac., javac.exe, javac.com を検索します。 

fname が論理名またはディスク名の場合の File（fname）の正しい操作 

注：これは、OpenVMS Alpha の SDK v 1.3.1-1 の動作と互換性のない変更です。 

SDK v 1.3.1-1 は、以下のようなルートされた論理を使用してファイルを開こうとしたときに発生した問題を修正

しました。 

File f = new File ("/sys$sysroot"); 

ルートされた論理名（たとえば sys$sysroot）やディスク名（ " /sys$sysdevice"や " /node$dka200"など）のディ

レクトリリストを取得しようとすると、問題が発生します。現在の C RTLでは、このディレクトリリスト操作を

正しく動作させるために、JRE はこれらの名前に内部的に " /000000"を追加する必要があります。 

この回避策では、 " /sys$errorlog"のようなルーティングされていない論理の問題が発生しました。HPE では、

新しい C RTLがこれらの特殊なケースを内部的に処理する予定であり、JRE はこの回避策を使用する必要がなく

なります。この移行を予期して、デフォルトの動作として"/000000 "を自動的に追加しなくなりました。現在の C 
RTLを使用してアプリケーションでこの機能がまだ必要な場合は、論理名を定義して明示的に要求する必要があ

ります。 
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$ define/job JAVA$ENABLE_ROOT_WITH_000000 TRUE 

Runtime.exec()の利用  

 SET VERIFY の使用 

SET VERIFY を使用すると exec が動作しません。VERIFY がオンの場合、Java アプリケーションはハングします。

VERIFY がオフであることを確認する以外は、回避策はありません。 

OpenVMS での Runtime.exec()メソッドの使用 

注意：論理名 JAVA$EXEC_TRACE は、OpenVMS での Runtime.exec()コールのデバッグに役立ちます。この診断ツ

ールおよびその他の診断ツールの詳細については、「デバッグツール」の JAVA$EXEC_TRACE を参照してくださ

い。 

通常渡される引数 exec は、実行されるイメージの名前です。しかし、これがうまくいかない場合があります： 

Java プログラムに DIR のような DCLコマンドを exec 要求することはできません。 

回避策： 

exec への引数として、実行する DCLコマンドを含む（または、.COM ファイルへの入力パラメータからコマンド

を作成する）.COM ファイルの OpenVMS スタイルのファイル名を渡します。 

先頭にスラッシュが付いた UNIX スタイルのファイル名で指定された.COM ファイルを Java プログラムを exec 要

求することはできません。 

代替の回避策： 

 .exe ファイルを使用します。 
 ファイルには OpenVMS スタイルのファイル名を使用し.COM ます。 
 OpenVMS スタイルのパスの絶対部分のシンボルを定義し、そのシンボルを UNIX スタイルのファイル名の

前に追加します。これにより、UNIX スタイルのファイル名の先頭にスラッシュが含まれなくなります。

（以下のサンプルプログラムを参照してください）。 

次のサンプルプログラムは、どのような種類の構文が機能し、どの構文が機能しないかを示しています。 

  

import java.io.*; 

  

public class ExecTest { 

  

   public static void main(String args[]) { 

      int i; 

      Runtime rt = Runtime.getRuntime(); 

      String[] cmdarray = 

      { 

      // Tests involving .COM files 

      // -------------------------- 

      // 

      //  pass simple args to local .com 

      "display_args.com 3 4", //works 

  

      //  pass args that need to be quoted to local .com 

      "display_args.com a/b/c  4",  //works -- but a/b/c will be 

                                    //         upcased to AB/C 

  

      //  pass args that need to be quoted to local .com 

      "display_args.com \"a/b/c\"  4",  //works -- arg is quoted 

  

      // no path, name of .com without .com extension 

      "five_testing",               //works 

  

      // no path, name of .com with .com extension 

      "TEST_IEEE.com",              //works 

  

https://www.hpe.com/global/java/documentation/1.8.0/ivms/docs/user_guide.html#javaexectrace
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      // VMS filespec path, name of .com with .com extension 

      "user1$:[reichert.sanity_test]five_testing.com",  //works 

  

      // UNIX-style filespec path, name of .com  

      // with .com extension 

      "/user1$/reichert/sanity_test/five_testing.com", 

                     //fails %DCL-W-IVQUAL, unrecognized qualifier 

                     //Due to leading '/' on .com filespec 

  

      // UNIX-style filespec path, name of .com  

      // without .com extension 

      "/user1$/reichert/sanity_test/five_testing", 

                     //fails %DCL-W-IVQUAL, unrecognized qualifier 

                     //Due to leading '/' on .com filespec 

  

      // UNIX-style filespec path, name of .com  

      // without .com extension 

      // absolute path using a logical to avoid the leading '/' 

      "my_dir/five_testing", 

                     //works -- because my_dir is a logical: 

                     // $ sho log my_dir 

                     // "MY_DIR" = "USER1$:[REICHERT.SANITY_TEST]" 

  

      // VMS-style filespec path, name of .com  

      // with .com extension -- write a file 

      "user1$:[reichert.sanity_test]file_writer.com",   // works 

  

      // Tests involving DCL verbs 

      // -------------------------- 

      // 

  

      // Trying to execute a DCL verb 

      "SHOW LOG *INCLUDE* ", 

                     // fails - can't execute a DCL verb. 

  

      // Trying to execute a .EXE that corresponds to a verb 

      // "SYS$COMMON:[SYSEXE]DIRECTORY.EXE ", 

                     // fails - it will loop with no output.  

                     // You have to put commands in a .COM file  

                     // and execute that. 

  

      // execute .com with the "SHOW LOG *INCLUDE* " in it 

      "show_logical.com",                      //works 

  

      // Tests involving .EXE files 

      // -------------------------- 

      // 

  

      // UNIX-style filespec path, name of .exe  

      // with .exe extension 

      "/user1$/reichert/sanity_test/TEST_IEEE.EXE",  //works 

  

      // Induce an error to test reading of sys$error 

      // 

      "TYPE_OUT_NONEXISTANT_FILE.COM"                // 

  

      };  

  

      // output from the process comes in on 

      // br.readLine 

      BufferedReader br; 

  

      // error output from the process comes in on 

      // error_br.readLine 

      BufferedReader error_br; 

  

      // execute the external file 

      for (i=0; i<cmdarray.length; i++) { 

  

         try { 

         System.out.println(); 

         System.out.println("Executing string: " + cmdarray[i]); 

  

            Process proc = rt.exec(cmdarray[i]); 

  

            br = new BufferedReader(new InputStreamReader( 

                    proc.getInputStream())); 

  



36 
 

            error_br = new BufferedReader(new InputStreamReader( 

                    proc.getErrorStream())); 

  

            String line; 

  

            System.out.println( 

            "### Following lines came back from SYS$OUTPUT:"); 

  

            // Read back normal output 

            // 

            while ((line = br.readLine()) != null) { 

                    System.out.println(line); 

            }       // end while 

            br.close();        // close the data input stream 

  

  

            System.out.println( 

            "### Following lines came back from SYS$ERROR:"); 

  

            // Read back error output 

            // 

            while ((line = error_br.readLine()) != null) { 

                    System.out.println(line); 

            }       // end while 

            error_br.close();  // close the data error stream 

           // Explicitly close streams to avoid exhausting bytlm 

           //  

            proc.getInputStream().close(); 

            proc.getErrorStream().close(); 

  

         } catch (IOException e) { 

                 e.printStackTrace(); 

         }  // end catch 

      } 

  

   System.out.println("*** End of ExecTest ***"); 

  

   }  // end main 

  

}       // end ExecTest 

 

プロセス空間のレイアウト 

バージョン 60 では、プロセス空間のレイアウトが次のように変更されました。 

00000000.00000000 

～ 
P0 空間 

JNIコードのバッファ 

～ 

00000000.7FFFFFFF 
P1 空間 

JNIコードのバッファ 

00000000.80000000 

～ 
P2 空間 

Javaヒープ 

～ 

～ 
PT空間 

 

～ 

FFFFFFFF.7FFFFFFF 
S2空間 

 

FFFFFFFF.80000000 

～ 

FFFFFFFF.FFFFFFFF 

S0/S1空間 

 

 

6.0 の場合、Java ヒープは P2 空間にあります。より大きなメモリ領域が利用可能になりました。CRTLメモリ管

理ルーチンを使用する JNIコードで割り当てられたすべてのメモリ malloc は、P0 または P1 空間に割り当てられ

ます。 
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GetPrimitiveArrayCritical の使用 

プリミティブ配列のコピーは、GetPrimitiveArrayCritical が呼び出されるたびに P0 / P1 空間に作成されます。同じ

アレイの複数のコピーが矛盾する可能性があります。アプリケーションでプリミティブ配列のコピーが 1 つだけ

必要な場合は、GetPrimitiveArrayCritical を呼び出す前にプリミティブ配列のコピーを取得していないことを確認す

るために、IsSameObject などのルーチンを呼び出すことができます。 

アプリケーションは、メモリ不足の可能性のため、GetPrimitiveArrayCritical の戻り値を常に NULL に対してチェ

ックする必要があります。 

ReleasePrimitiveArrayCritical の使用 

ReleasePrimitiveArrayCritical のプロトタイプは次のとおりです。 

void ReleasePrimitiveArrayCritical（JNIEnv * env、jarray 配列、void * carray、jint モード） 

モード引数は、バッファが VM によってどのように解放されなければならないかについての情報を提供します。

次の表に示すような影響があります。 

モード 行動 

0 コンテンツをコピーバックし、carrayバッファを解放する 

JNI_COMMIT 
コンテンツをコピーバックしますが、carray バッファを解

放しないでください 

INI_ABORT 可能な変更をコピーせずにバッファを解放する 

開発者はほとんどの場合、アプリケーションの一貫性のある動作を保証するために mode 引数に 0 を渡す必要があ

り ます。他のオプションでは、開発者はメモリ管理をより詳細に制御できるため、細心の注意を払って使用する

必要があります。 

System.getenv の使用 

UNIX システムでプロセスの環境変数を事前定義する場合と同様に、OpenVMS Java アプリケーションで使用でき

る環境変数のリストを定義できます。JDK 6.x は、環境変数のリストを構築するために System.getenv を使用する

ことができます。 

セキュリティ上の理由から、私たちは環境変数のブラインドデフォルトリストを実装していません。また、変数

リストを Java アプリケーションで使用されるものだけにすることをお勧めします。たとえば、Web アプリケーシ

ョンの SYSUAF の場所を指し示す論理をエクスポートすることは、通常の Web アプリケーションユーザーが実際

にシステムにログインする必要がないため、セキュリティ上の問題とみなされる可能性があります。 

デフォルトでは、System.getenv は、次の 4 つの論理から環境変数のリストを作成します。 

JAVA$GETENV_PROCESS_LIST  

JAVA$GETENV_JOB_LIST  

JAVA$GETENV_GROUP_LIST  

JAVA$GETENV_SYSTEM_LIST 

以下の論理もリストに含まれています： 

HOME 

USER 

TERM 

PATH 
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リストにある各アイテムのルール： 

1. デフォルトの論理名テーブル（lnm$file_dev）を検索する： 
a. 見つかった場合は、コロンで区切ったリストを作成します。 
b. 値が OpenVMS スタイルのファイルであると思われる場合は、Java$filename_controls の規則に従って

UNIX スタイルに変換します。 
2. 論理名が見つからない場合、Java はシンボル定義をチェックします。シンボルは「そのまま」変換されま

す。OpenVMS スタイルのファイルは変換されません。 
3. 論理名またはシンボルが見つからない場合、項目はリストに含まれません。 

注意：String System.getenv（String）は大文字と小文字を区別します。Java  for OpenVMS は UNIX の動作に従うた

め、このルックアップでは大文字と小文字が区別されます。これは、UNIX システム上でのリストの項目を正確に

定義する必要があることを意味します。大文字と小文字を区別するプロパティを保持すると、大文字と小文字を

有効または無効にするさまざまな DECC ランタイム・ライブラリ（RTL）論理名の使用もサポートされます。 

真の UNIX 環境と一致させるには、次の DECC RTL論理を TRUE として定義します。 

   DECC$EFS_CASE_PRESERVE TRUE  

   DECC$EFS_CHARSET TRUE  

次の DECC RTL論理を FALSE として定義するか、未定義のままにします。 

   DECC$EFS_CASE_SPECIAL FALSE（または未定義）  

DECC$EFS_CASE_PRESERVE および DECC$EFS_CHARSET が定義されていないか、または FALSE として定義さ

れている場合、リスト内のすべての項目は小文字になります。 

DECC$EFS_CASE_SPECIAL が TRUE と定義されている場合、すべての大文字を含むすべての項目がリストに小

文字で表示されます。 

例： 

   $ define JAVA$GETENV_SYSTEM_LIST SYS$LOGIN, SYS$SCRATCH, SYS$DISK  

   $ define JAVA$GETENV_PROCESS_LIST foobar, testing, ZTEST ! ZTEST must be all caps  

   $ foobar == "symbol value"  

   $ define testing "logical value"  

   $ def ZTEST "ZTESTFOUND"  

System.getenv は、次のような文字列リストを返す必要があります。 

   foobar=>symbol value  

   XFILESEARCHPATH=>/usr/dt/app-defaults/%L/Dt  

   sys$scratch=>/SYS$SYSROOT/sysmgr  

   ZTEST=>ZTESTFOUND  

   NLSPATH=>/usr/dt/lib/nls/msg/%L/%N.cat  

   USER=>SYSTEM testing=>logical value  

   sys$disk=>/SYS$SYSROOT/sysmgr  

   sys$login=>/SYS$SYSROOT/sysmgr  

   HOME=>SYS$SYSROOT:[SYSMGR]  

   TERM=>unknown  

   PATH=>SYS$SYSROOT:[SYSMGR]  

終了モードの制御 

JDK 6. x 以降、新しい論理名、JAVA$EXIT_ENV が、JDK の終了モードを制御するために導入されます。4 つのモ

ードがサポートされています： 

COMPAT： 
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exit 関数が返す値はすべてマスクされ %x10000000 ます。  
waitForProcessExit によって返された値は変更されずに返されます。  
これは、JDK 6 の前に、すべての JDK のために使用されるモードである X。 

POSIX： 

exit 関数の戻り値：  
 256 未満の値は、 C RTL POSIX 終了コードと一致するように変換されます。  
インヒビットマスクの値として 255 を超える値が返されます。 

waitForProcessExit メソッドの戻り値：  
0 または 1 の値は 0 として返されます 。 
CRTL POSIX 終了コード 1（3514378）は 1 として返されます 。 
3514379 と 3516409 の間の値は POSIX スタイルの終了値 2〜255 に変換されます。 

POSIXVMS： 

1 つの例外を除いて、POSIX モードと同じです。値 0 と 1 の場合、 waitForProcessExit メソッドは 1 とし

て返されます。 

POSIX0AND1： 

1 つの例外を除いて、POSIX モードと同じです。値 0 と 1 について waitForProcessExit は、受信した正確

な値が返されます。 

JDK 6.x のデフォルトモードは POSIX です。 

注意：アプリケーションが、現在の JDK の終了モードとは異なる終了モードを持つ JDK に対して実行される

Java.lang.Process を使用して新しいアプリケーションを生成する場合は、アプリケーションを起動する前に

JAVA$EXIT_ENV を適切な値に設定する必要があります。 

RMS レコード属性の定義 

JDK 6.0 以降では、CRTLライブラリが JDK に代わってファイルを操作するために使用するレコード管理サービス

（RMS）ファイル属性をより詳細に制御できるようになりました。既定の RMS ファイル操作属性を、ユーザーが

選択した属性で上書きできるようになりました。 

これは、OpenVMS 論理名 JAVA$FILENAME_MATCH_LIST を定義することによって行われます。

JAVA$FILENAME_MATCH_LIST の値は、ファイル名パターンと RMS 属性で構成されます。RMS 属性は、ファ

イル名パターンと名前が一致するファイルを CRTLライブラリが操作するように要求するときに、JDK によって

CRTLライブラリに渡されます。 

値は、カンマで区切られた 1 つ以上の指定子で構成されます。各指定子は次の形式です。 

"file_match_pattern=<RMS parameter>/<additional RMS parameter>/<..." 

制限事項： 

 パターン/の RMS パラメータは、コロン文字（：）を含めることはできません。 
 JRE ファイル共有は、file_match_pattern と一致するファイルに対しては有効になりません。 
 他の Java 論理名設定（たとえば、 JAVA$CREATE_STMLF）は無視されます。 

例： 

1. $ define JAVA$FILENAME_MATCH_LIST "*.obj=ctx=stm" 

 

これにより、CRTLライブラリがパターン " *.obj" と一致する名前のファイルを開くときに、属性 "ctx = 
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stm"が使用されます。 

可能な使用法：

OpenVMS Alpha では、*.obj ファイルは 2 バイトのヘッダーを持つ可変長レコード形式です。デフォルト

では、J2SDK は CRTL ライブラリを使用して、すべてのファイルを Stream_LF レコード形式のように扱い

ます。これにより、jar ツールを使用して.obj ファイルで構成される.jar ファイルを作成するときに問題が

発生します。CRTLライブラリは.obj ファイルを読み込むので、2 バイトの可変長ヘッダーを削除し、各レ

コードの末尾に<LF>文字を追加することによって、レコードを Stream_LF レコード形式に変換します。と

きに.obj ファイルがから抽出され .jar たファイルその 2 バイトのレコードヘッダーが失われているだろ

うと OpenVMS リンカなどのツールは、適切にこれら読み取ることができません .obj ファイルを。

上記のように JAVA$FILENAME_MATCH_LIST を設定することで、この問題を回避できます。これによ

り、jar ツールは 2 バイトのレコードヘッダーを失うことなく .obj ファイルを.jar ファイルにコピーしま

す。ときに.obj ファイルが復元され、彼らはその後 OpenVMS コマンド “$ set file/attr=(RFM:VAR)”を

を使用しての OpenVMS リンカに受け入れられる形式に変換することができます。 

2. $ define JAVA$FILENAME_MATCH_LIST "*.*=shr=get,put,upi/rop=rea"

これは以下のものと同等ですが、 JRE ファイル共有はありません。 

$ define java$file_open_mode 3

3. $ define JAVA$FILENAME_MATCH_LIST "*.exe=ctx=stm",- 
"*.pcsi_sfx_axpexe=shr=get,put,upi/rop=rea",- 
"/apache$root/logs/error*=shr=get,put,upi/rop=rea/fop=dfw,sup/mbc=127"

この例では、JAVA$FILENAME_MATCH_LIST の単一インスタンスを使用して複数の設定を結合する方法

を示します。

この設定により、

- * .exe ファイルは Stream_LF レコード形式として扱われます。

- * .pcsi_sfx_axpexe ファイルを共有として開く。

- / apache$root / logs / error *共有としてオープンされるファイル、遅延書き込み、通常のマルチブロックカ

ウント（mbc）より大きい割り当て

HotSpot の使用 

HotSpot VM の使用と Java 環境の設定 

「はじめに」で述べたように、JDK for Itanium には HotSpot 仮想マシンが含まれています。HotSpot ランタイム・

コンパイラ・テクノロジは、OpenVMS I64 システムで最適な Java ランタイム・パフォーマンスを提供するように

設計されています。以下の節では、HotSpot VM を制御する方法について説明します。

注意：簡単にするために、このドキュメントでは、デフォルトの場所 SYS$COMMON:[JAVA$8x]に JDK をインストー

ルすることを前提としてい ます。もし、インストール先を指定して別の場所にキットをインストールした場合に

は、この文書中のディレクトリをその場所で差し替えてください。

Java 環境をセットアップするときに使用する VM を選択します。環境を設定するには、次のコマンドを使用しま

す。

$ @SYS$COMMON:[JAVA$8x.COM]JAVA$8x_SETUP !  Use the HotSpot VM
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x は、使用しているリリースの特定のバージョン番号です。 

java -version コマンドを入力して Java 環境を確認します。画面に次のメッセージが表示されます。 

$ java -version 

java version "1.8.0.03-OpenVMS" 

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0.03-vms-rc1) 

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.51-b02, mixed mode) 

x は、使用しているリリースの特定のバージョン番号です。また、インストールされている特定の更新プログラム

のリリースと、HotSpot VM 仮想マシンを識別します。 

Java 環境を設定したら、次の java コマンドを使用して JDK を呼び出します。 

java 

Usage: java [-options] class [args...] 

... 

コマンドライン class で name の後に現れる引数は、クラスの main メソッドに渡されます。 

別のプロセスまたは同じプロセスでバージョンを切り替える方法については、「バージョンの切り替え」を参照

してください。 

HotSpot VM のサポート 

 HotSpot VM for I64 システムは、Java Debug Wire Protocol（JDWP）および Java Debug Interface（JDI）をサ

ポートしていません。 

 UsePerfData オプションはデフォルトで false に設定されています。JMX および JMM API を使用する必要が

ある場合は-XX:+UsePerfData 、Java アプリケーションを呼び出すときにコマンドラインで指定してくださ

い。 

非標準オプション 

JDK v 8. x の HotSpot テクノロジは、Sun のサイトで説明されている非標準オプション -X および拡張オプション 

-XX（http://docs.oracle.com/javase/jp/8/docs/technotes/tools/unix/java.html）のうち以下のリストにある

ものに対応します。非標準オプションは、すべての JVM 実装でサポートされる保証はなく、JDK の次のリリース

で予告なしに変更されることがあります。 

  

オプション 関数 

-verbosegc or -verbose:gc 
ガベージコレクションの結果を stdout ストリームに表示します。 

-X 非標準オプションのヘルプメッセージを表示します。 

-Xbatch 

バックグラウンドコンパイルを無効にします。大規模なメソッ

ドのコンパイルに時間がかかる場合、パフォーマンスエンジン

はメソッドの解釈に戻ります。メソッドをバックグラウンドタ

スクとしてコンパイルし、バックグラウンドコンパイルが完了

するまでインタプリタモードでメソッドを実行します。この-

Xbatch フラグはバックグラウンドコンパイルを無効にするの

で、コンパイルにかかる時間に関係なく、すべてのメソッドの

コンパイルが完了するまでフォアグラウンドタスクとして進行

します。このフラグは、ベンチマークなどの目的でメソッドコ

ンパイルのより確定的な動作を望むユーザーに提供されます。 
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-Xbootclasspath:<bootclasspath> 

ブートクラスファイルを検索するディレクトリ、JAR アーカイ

ブ、および ZIP アーカイブのコロン区切りリストを指定しま

す。Java 2 ソフトウェアで通常使用される jre/lib/rt.jar アー

カイブ内のブートクラスファイルの代わりに、指定されたブー

トクラスライブラリが使用されます。 

-Xint 

インタプリタ専用モードで動作します。ネイティブコードへの

コンパイルは無効にされ、すべてのバイトコードがインタプリ

タによって実行されます。Java HotSpot 適応コンパイラが提供す

るパフォーマンス上の利点は、このモードでは存在しません。 

-Xmn<size> 
New 領域のヒープサイズを設定します。（例：-Xmn64m）これ

は、HotSpot の世代別ガベージコレクタが行われる領域です。こ

のオプションは、 -XX:NewSize=N オプションを置き換えます。 

-Xms<size> 

ヒープ領域の初期サイズをバイト単位で指定します。この値

は、1MB を超える 1024 の倍数でなければなりません。キロバイ

トを示す文字 k または K、またはメガバイトを示す m または M
を付加します。デフォルト値は 5248KB です。 

-Xmx<size> 

ヒープ領域の最大サイズをバイト単位で指定します。この値

は、2MB を超える 1024 の倍数でなければなりません。キロバイ

トを示す文字 k または K、またはメガバイトを示す m または M
を付加します。デフォルト値は 64MB です。 

-Xnoclassgc クラスのガベージコレクションを無効にします。 

-Xprof 実行中のプログラムのプロファイルを生成し、プロファイル・

データを標準出力に出力します。 

-Xss<size> 

新しい Java スレッドのスタック・サイズを指定します。デフォ

ルトの Java スレッド・スタック・サイズは 128KB です。割り当

てられたスタックをプログラムスレッドがオーバフローさせる

と java.lang.StackOverFlowException 例外を受信します。 

-XX:+DisableExplicitGC System.gc()への呼出しの処理を無効にします。JVM は、必要に

応じてガベージコレクションを実行します。 

-XX:MaxNewSize=<size> New 領域の最大サイズ（バイト単位）を設定します。 

-XX:NewSize=<size> New 領域の初期サイズ（バイト単位）を設定します。 

-XX:NewSizeThreadIncrease= 

<sizeInKb> 
非デーモンスレッドごとに New領域に追加されるサイズ（バイ

ト単位）を設定します。 

-XX:MaxPermSize=<size> Permanent領域の最大サイズ（バイト単位）を設定します。非推

奨。 

-XX:PermSize=<size> Permanent 領域の初期サイズ（バイト単位）を設定します。この

値は、1MB を超える 1024 の倍数でなければなりません。キロバ
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イトを示す文字 k または K、メガバイトを示す m または M を付

加します。非推奨。

-XX:+ServerApp

一緒に使用すると、いくつかのアプリケーションをより速く実

行させる XX オプションのセット。各リリースでは、XX オプシ

ョンのデフォルト値によってオプションと値が異なる場合があ

ります。本製品を本番環境で使用する前に、このセットがアプ

リケーションのパフォーマンスを向上させるかどうかをテスト

することをお勧めします。

-XX:SurvivorRatio=<size>

Eden/Survivor の領域サイズの比率。SDK v 1.5 のデフォルトでは

8 です。New領域ヒープが 100MB の場合、GC を生き延びるため

にオブジェクト用に予約されたスペースは 1/2 *（100MB / 8）、

つまり 6.25MB です。この値を大きくすると、New領域が大きい

場合やアプリケーションでオブジェクトの割合が非常に低い場

合に、アプリケーション全体のパフォーマンスが向上する可能

性があります。

HPE 固有のオプションと機能 

追加の HPE-固有のドキュメントに、次の「HP-UX Programmer’s Guide for Java 2」があります。

http://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c02697864 

SDK v 6. x リリースには HPE 固有のオプションが -Xverbosegc 含まれています。ガベージコレクション前後の

Java ヒープ内のスペースに関する詳細情報を表示します。 

構文は次のとおりです。

-Xverbosegc[:help]|[0|1][:file=[stdout|stderr|<filename>]]

:help prints this message.

0|1 controls the printing of heap information: 

 0 Print only after each Old Generation GC or Full GC

1 (default) Print after every Scavenge and Old Generation GC or Full GC

:file=[stdout|stderr|<filename>] specifies output file

stderr (default) directs output to standard error stream 

 stdout directs output to standard output stream 

 <filename> file to which the output will be written

さらに、HPE のガベージコレクション分析ツール HPjmeter を推奨します。これは、 Xverbosegc ログに含まれる

情報をグラフィカルに表示します。HPjmeter は、無償で www.hpe.com/info/java から 入手できます。

プラグインの使用

http://h20565.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c02697864
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Java Plug-in を使用すると、Web ブラウザに付属の Java 2 のデフォルト仮想マシンを使用する代わりに、JRE を使

用して Web ページ上で Java アプレットおよび JavaBeans コンポーネントを実行できます。Sun Microsystems が提

供する Java Plug-in に基づいており、同様の機能を備えています。 

Java Plug-in セキュリティ、Signed Applets、JNI および Java Plug-in の使用、イントラネット環境での Java Plug-in
の使用、および Java Plug-in での Proxy Configuration の動作については、Sun Microsystems Java Plug-in Technology
の Web サイトを参照してください。 

注：JDK 6.x をサポートする Secure Web Browser（SWB）の最小バージョンは Mozilla® ベースの SWB 1.7-8 また

は SeaMonkey ベースの SWB 1.1-12 です。 

注意：簡単にするために、このドキュメントでは、デフォルトの場所 SYS$COMMON:[JAVA$8x]に JDK をインストー

ルすることを前提としてい ます。もし、インストール先を指定して別の場所にキットをインストールした場合に

は、この文書中のディレクトリをその場所で差し替えてください。 

SWB とプラグインのインストールと実行 

注意：これらの手順は、Mozilla ベースの SWB 向けに書かれていますが、SeaMonkeyベースの SWB の手順もこれ

に似ています。 

Mozilla をインストールするには： 

1. SWB をダウンロードしてください。 
2. ご使用のシステムに Mozilla をインストールするに は、「HPE Secure Web Browser for OpenVMS I64 (based 

on Mozilla) Installation Guide and Release Notes」を参照してください。 

SWB を実行するには： 

$ @SYS$COMMON:[CSWB]MOZILLA 

注：上記のように、SWB を対話式ジョブとして実行することを強くお勧めします。 

サブプロセスとして起動した場合： 

$ spawn/nowait @SYS$COMMON:[CSWB]MOZILLA 

プラグインを使用すると、何らかのリソースを使い果たす可能性があります。 

ブラウザ内で JRE を有効にするには： 

1. 設定を優先： 

Edit->Preferences 
をクリックし Advanced ます。 
チェックされたチェックボタン Enable Java。 

2. SWB を終了します。 

3. JDK 6. x と CSWB の両方が標準領域にインストールされている場合は、ファイルコピーを 1回のみ実行し

てプラグインをインストールします。 

$ copy /prot=W:RE -  

SYS$COMMON:[JAVA$6x.JRE.PLUGIN.IA64.NS7]LIBJAVAPLUGIN_OJI.SO -  
SYS$COMMON:[CSWB.PLUGINS] 

x は、使用しているリリースの特定のバージョン番号です。その後、Java オペレーションを設定できます。 

$ @SYS$COMMON:[JAVA$6x.COM]JAVA$6x_SETUP.COM 
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x は、使用しているリリースの特定のバージョン番号です。 

 

4. 次に、SWB を実行します。 

$ @sys$common:[CSWB]mozilla 

SWB は新しいプラグインが使用可能であることに気づき、現在の呼び出しのためにこれらのプラグインを

初期化します。 

Mozilla がプラグインを検出したことを確認するには、次を参照してください。 

Help->About Plug-ins 

SWB は初期化したプラグインを表示します。 

プラグインの配置 

Mozilla 1.1 および Secure Web Browser（SWB）1.0 以降、プラグインの配置先を選択できます。 

「システム全体」で使用する場合、その場所は Mozilla / SWB のインストールツリーで（以前と同じように）なり

ます。 

SYS$COMMON:[MOZILLA.PLUGINS] 

SYS$COMMON:[CSWB.PLUGINS] 

たとえば、SWB の場合は、次のコマンドを使用して、プラグインを「システム全体」の場所に配置します。 

$ copy /PROT=W:RE - 

SYS$COMMON:[JAVA$6x.JRE.PLUGIN.IA64.NS7]LIBJAVAPLUGIN_OJI.SO -  
SYS$COMMON:[CSWB.PLUGINS] 

x は、使用しているリリースの特定のバージョン番号です。 

また、あなたの_MOZILLA ディレクトリ（SYS$LOGIN で存在するディレクトリ）に、 [.PLUGINS]を作成することに

より、「プライベート」のプラグインを設定することができます。 

例： 

USERS:[FLINTSTONE._MOZILLA.PLUGINS] 

この「プライベート」プラグイン領域を使用するには： 

$ copy /PROT=W:RE - 

SYS$COMMON:[JAVA$6x.JRE.PLUGIN.IA64.NS7]LIBJAVAPLUGIN_OJI.SO -  
USERS:[FLINTSTONE._MOZILLA.PLUGINS] 

基本的に、LIBJAVAPLUGIN_OJI.SO が USERS:[FLINTSTONE._MOZILLA.PLUGINS]に置いてあれば、それは Mozilla で使

用され、SYS$COMMON:[CSWB.PLUGINS]中にあるものより優先されます。 

プラグインコントロールパネル 

プラグインコントロールパネル（1.4.x 以降で使用可能）では、プロキシなどのプラグインオプションや Java コン

ソールウィンドウの有効化を変更できます。また、プラグインで実行する JRE のバージョンを切り替えることも

できます。コントロールパネルを実行するには、次のコマンドを入力します。 

$ ControlPanel 

Java Plug-in コントロールパネルのその他の機能と使い方については、Sun の「Java Control Panel」の Web ページ

を参照してください。 
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トレース情報の表示 

JAVA_PLUGIN_TRACE 環境変数を設定することにより、Mozilla の Java コンソールで適度の量の Java Plug-in トレース

情報を表示できます。 

1. Mozilla を起動する前に次のように入力します。 

$ DEFINE JAVA_PLUGIN_TRACE true 

2. Java コンソールを開きます（「ツール」 - >「Web 開発」 - >「Java コンソール」）。 

Java エラーメッセージの表示 

Java エラーメッセージを表示するには： 

1. プラグインコントロールパネルを使用して、コンソールウィンドウを有効にします。 
2. Mozilla を終了してから再起動してください。 

コンソールウィンドウを有効にした状態で、次にプラグインが有効なページにアクセスすると、別のウィンドウ

が表示され、エラーメッセージが表示されます。 

フォントのサポート 

JDK リリースには、次のフォントサポートが含まれています。 

フォント設定ファイルの役割 

JDK v 1.2.1 以降、Java アプリケーションでは、アプリケーションの AWT ウィンドウおよび Java2D コンポーネン

トを正しく表示するためにフォントプロパティファイルが必要です。このファイルには、X サーバ上の物理フォ

ントへの Java 論理フォント名のマッピングが含まれています。以前のリリースでは、

SYS$COMMON:[JAVA$1xx.JRE.LIB]FONT.PROPERTIES に置かれました。x は使用しているリリースの特定のバージョ

ン番号です。JDK v 5.0 から、フォントプロパティファイルは出荷されなくなりました。代わりに、このバージョ

ンでは新しいフォント設定ファイル（すべてのロケールで 1 つのファイルが使用されます）を使用して、論理フ

ォント名を物理フォントにマップします。あなたの X サーバで利用できるはずのフォントを識別します。可能で

あれば、フォント設定ファイルでは、キットに同梱されて出荷される Lucida フォントが使用されます。これによ

り、同じ JDK を使用する Java アプリケーション間での一貫性が向上します。したがって、フォントが現在使用さ

れているため、ウィンドウの表示にいくつかの違いがあることがあります。GUI ディスプレイが期待どおりに表

示されない場合は、アプリケーションでコンポーネントのサイズと配置を調整する必要があります。 

あなたが使用するための設定ファイルによって事前定義されたもの以外のフォントを使用する場合は、このキッ

トからインストールされたファイル[.JRE.LIB]fonconfig_properties.src を同じディレクトリで fontconfig.properties に
コピーして、それを修正します。Java アプリケーションを実行すると、このキットでインストールされたバイナリフ

ァイル fontconfig.bfc ではなく、新しく変更されたソースフォント設定ファイル fontconfig.properties が使用されます。 

注意：簡単にするために、このドキュメントでは、デフォルトの場所 SYS$COMMON:[JAVA$8x]に JDK をインストー

ルすることを前提としてい ます。もし、インストール先を指定して別の場所にキットをインストールした場合に

は、この文書中のディレクトリをその場所で差し替えてください。 

複数のフォント設定ファイルの提供 

すべての環境で使用するのに理想的なフォント構成ファイルを提供することは困難です。つまり、多くのフォン

トが存在する環境で多くのフォントを使用できるようにし、フォントの少ない環境でも適切に動作させることは

困難です。 

その結果、このキットには 2 つのフォント設定ファイルが含まれています。 

 fontconfig.bfc 
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このバイナリ・ファイルは、アプリケーションを OpenVMS および Tru64 UNIX ワークステーション、また

は DIGITAL eXcursion™ウィンドウ・マネージャを実行する PC に表示するときに使用されます。 

 fontconfig_properties.src 
 
このソースファイルは参照用です。アプリケーションで使用するフォントを変更するには、このファイル

を バイナリファイルよりも優先される fontconfig.properties の基礎として使用します。 

これらのファイルは共に[.JRE.LIB]に存在し、ファイル fontconfig.bfc が使用されます。このファイルはシステ

ム全体のファイルで、そのシステムで実行されるすべての Java プログラムの表示に使用されます。JDK はフォン

ト構成ファイルのカスタマイズをサポートしています。これはシステム全体に影響します。JRE がフォント設定

ファイルを見つける必要がある場合、JRE はこのディレクトリを検索します。 

フォント設定ファイルによって事前定義されたもの以外のフォントを使用する場合、このキットがインストール

された[.JRE.LIB]fontconfig_properties.src を同じディレクトリに fontconfig.properties としてコピーし、

それを修正します。Java アプリケーションを実行すると、バイナリファイルの代わりに新しいフォント設定ファ

イルが使用されます。 

$ COPY SYS$COMMON:[JAVA$8x.JRE.LIB]fontconfig_properties.src  - 

       SYS$COMMON:[JAVA$8x.JRE.LIB]fontconfig.properties 

x は、使用しているリリースの特定のバージョン番号です。 

後で JDK キットに同梱の元のファイルに戻したい場合は、新しいファイル fontconfig.properties を削除しま

す 。 

  

Java Print Service API の使用 

Java Print Service API（javax.print）が OpenVMS 上で正しく動作するようにするには、次の論理を定義する必要

があります。これらの論理は、対応する OpenVMS PRINT コマンドでハードコードされた UNIX スタイルの lpr コ
マンドの発行を試み、UNIX スタイルのファイル指定を PRINT コマンドで必要な OpenVMS スタイルのファイル

指定に置き換えます。 

$ define JAVA$EXEC_MAPPING_01 - 

           "/bin/sh=/sys$common/java$142/com/java$$sh.com" 
 
! intercept sh command 

$ define JAVA$EXEC_MAPPING_02 - 

           "/usr/bin/lpr=/sys$common/java$142/com/java$$lpr.com" 
 
! intercept lpr command 

$ define JAVA$EXEC_MAPPING_03 - 

           "/usr/bin/lp=/sys$common/java$142/com/java$$lpr.com" 
 
! intercept lp command 

$ define JAVA$DEFAULT_PRINTER_QUEUE POD303 ! specify favorite print 

  queue 

Java でのドメイン名の解決 

ドメイン名の解決は、ソケット APIまたは JDK 自体で行うことができます。OpenVMS システム上の JDK でドメ

イン名解決を機能させるには、システムを次のように構成する必要があります。 

1. ASCII 構成ファイル TCPIP$ETC:RESOLV.CONF を使用して BIND リゾルバを構成します。詳細は、HPE 
TCP / IP Services for OpenVMS Management のドキュメントを参照してください。 

2. ディレクトリマップを java$filename_controls 論理ファイルに追加します。 

$ show log java$filename_controls  

       "JAVA$FILENAME_CONTROLS" = "131592" (LNM$JOB_899A9900)  

If the directory mapping bit is not set as in the above example, set it as follows:  
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$ b=131592+536870912 ! add in the directory mapping bit  

$ show sym b  

  B = 537002504 Hex = 20020208 Octal = 04000401010  

$ def java$filename_controls 537002504  

3. DNS の設定を取得する/etc/resolv.conf に代わっての java /sys$system/resolv.conf から取得： 

$ DEF JAVA$DIRECTORY_MAPPING_COUNT 1 

$ DEF JAVA$DIRECTORY_MAPPING_01 "/etc/resolv.conf=/sys$system/resolv.conf"  

デバッグツール 

デバッグを支援するために、以下の論理名を定義することができます。 

JAVA$PRINT_COMMAND_ARGS 

$ define JAVA$PRINT_COMMAND_ARGS true 

これを定義すると、解析された引数リストが JREが使用する前に表示され、JRE が DNS の設定を取得する

/etc/resolv.conf デフォルトパラメータを追加する前に引数リストが一覧表示されます "-Djava.class.path=." 

例： 

$ type x.x 

-Xms64m 

$ java "-V" x.x decus wait_time 

出力として生成されます（例として SDK v 1.4.1 を使用）。 

0: sys$common:[JAVA$141.bin]java$java.exe 

1: -Xms64m 

2: decus 

3: wait_time 

_JAVA_LAUNCHER_DEBUG 

$ define _JAVA_LAUNCHER_DEBUG 1 

これにより、Java 仮想マシンの起動時に有効な引数が表示されます。 

$ java -mx32m TestArgs "< = 1" 2 3 

----_JAVA_LAUNCHER_DEBUG---- 

Launcher state: 

debug:on 

javargs:off 

program name:java 

launcher name:java 

javaw:off 

fullversion:1.8.0-hpe-vms-rc1 

dotversion:1.8 

ergo_policy:DEFAULT_ERGONOMICS_POLICY 

Command line args: 

argv[0] = EXEC14$DKA200:[SYS0.SYSCOMMON.java$80.jre.bin]java.exe;1 

argv[1] = -mx32m 

argv[2] = TestArgs 

argv[3] = < = 1 

argv[4] = 2 

argv[5] = 3 

JRE path is /disk$i64sys/sys0/syscommon/java$80/jre 

jvm.cfg[0] = ->-server<- 

jvm.cfg[1] = ->-client<- 

name: -client vmType: VM_ALIASED_TO alias: -server 

jvm.cfg[2] = ->-hotspot<- 

name: -hotspot vmType: VM_ALIASED_TO alias: -server 

jvm.cfg[3] = ->-classic<- 

jvm.cfg[4] = ->-native<- 

jvm.cfg[5] = ->-green<- 

1 micro seconds to parse jvm.cfg 

Default VM: server 



49 
 

Does `/disk$i64sys/sys0/syscommon/java$80/jre/lib/ia64/server/java$jvm_shr.exe' exist ... yes. 

mustsetenv: FALSE 

JVM path is /disk$i64sys/sys0/syscommon/java$80/jre/lib/ia64/server/java$jvm_shr.exe 

1 micro seconds to LoadJavaVM 

Adjusted classpath: 

before: "." 

after : "." 

JavaVM args: 

version 0x00010002, ignoreUnrecognized is JNI_FALSE, nOptions is 6 

option[ 0] = '-Dsun.java.launcher.diag=true' 

option[ 1] = '-Djava.class.path=.' 

option[ 2] = '-Xmx32m' 

option[ 3] = '-Dsun.java.command=TestArgs < = 1 2 3' 

option[ 4] = '-Dsun.java.launcher=SUN_STANDARD' 

option[ 5] = '-Dsun.java.launcher.pid=57701' 

1 micro seconds to InitializeJVM 

Main class is 'TestArgs' 

App's argc is 3 

argv[ 0] = '< = 1' 

argv[ 1] = '2' 

argv[ 2] = '3' 

 

JAVA$EXEC_TRACE 

$ define/job JAVA$EXEC_TRACE true 

論理名 JAVA$EXEC_TRACE を使用すると、OpenVMS で Runtime.exec()コールをデバッグするのに役立ちます。こ

の論理名が定義されると、C ランタイムライブラリの exec バリアントとその引数のリストが表示されます。 

JAVA$ENABLE_SIGQUIT_CTRLC 

$ define JAVA$ENABLE_SIGQUIT_CTRLC true 

これは、UNIX の ^] 機能を置き換えます。 

定義されると CRTL-C、SIGQUIT シグナルを発生させるハンドラが確立されます。次に、 ^C を入力すると、JRE は

すべての Java スレッド情報をダンプします。 

この論理名は、JRE が端末プロセスから対話的に実行されている場合にのみ、端末デバイスに対してのみ機能し

ます。 バッチ・ジョブまたは切り離されたジョブと通信する方法については、JAVA$ENABLE_SIGQUIT_MAILBOX を

参照してください。 

JAVA$ENABLE_SIGQUIT_MAILBOX 

$ define JAVA$ENABLE_SIGQUIT_MAILBOX true 

この論理名を使用して、バッチジョブやデタッチ・ジョブなど、端末が関与していない場合に Java アプリケーシ

ョンにスレッドをダンプさせます。サブプロセスがスタックした場所をダンプするために使用します。これは、

UNIX が SIGQUIT を Java プロセスに送信することを模倣します。この論理名が定義されると、JRE は他のプロセ

スから ping できる一時的なメールボックスを作成し、スタックされたバッチジョブを ping できるようにします。 

これを使用するには、次の手順を実行します。 

Java アプリケーションを起動する前に、次の論理名を定義します。 

$ define JAVA$ENABLE_SIGQUIT_MAILBOX true 

これにより、JRE はメールボックス名の論理名を作成します。Java アプリケーションを起動した後、ジョブ論理

テーブルをスキャンして正しいメールボックスを判断します。別のターミナルから次のコマンドを実行します。 

$ pipe show log/table=* *signal* | search sys$input: signal 

サンプル出力： 

"JAVA$SIGNAL_MAILBOX_20200234" = "MBA90:" 

https://www.hpe.com/global/java/documentation/1.8.0/ivms/docs/user_guide.html#javaenable_sigquit_mailbox
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pid 20200234 プロセスのためにメールボックス MBA90：があります 。 

次のコマンドを実行し、メールボックス名を MBA90 次のように置き換えます 。 

$ copy tt: MBA90: 

出力は表示されませんが、RETURN を押すたびにサブプロセスがスレッドダンプを出力します。 

完了したら、 ^Y を入力して COPY コマンドを終了します。 

JAVA$FSYNC_INTERVAL 

通常、RMS バッファは、バッファがいっぱいになるか、プログラムが終了するまでディスクにフラッシュされま

せん。バッファがいっぱいになる前にファイルの内容を表示したい場合（たとえば、ログファイルを出力用に監

視する）、JAVA$FSYNC_INTERVAL 論理名は次のコマンドで間隔を定義して、その間隔で保留中のすべての出力を

ディスクにフラッシュすることができます。 

$ define/job JAVA$FSYNC_INTERVAL <number_of_seconds> 

例： 

$ define/job JAVA$FSYNC_INTERVAL 60  ! flush any pending output to disk every 60 seconds. 

注：論理値を非常に低い値に定義すると、パフォーマンスが低下する可能性があります。 

JAVA$SHOW_FILENAME_MAPPING 

この論理名を使用して、個々のファイル名のマッピングが行われる事を確認できます。次の例では、jar ファイ

ルにファイル名に 2 つのドットが含まれるクラスファイルが含まれています。JAVA$FILENAME_CONTROLS を-1 に定

義すると、ファイル名の複数のドットは下線に変わりますが、最後のドットは保持されます。これを観察するに

は、JAVA$SHOW_FILENAME_MAPPING を定義してください。これにより、大量の出力が生成されるため、以下のよう

に pipe によってフィルタリングを選択することができます。 

$ jar tvf tmp.jar 

0 Fri Jan 03 13:12:38 GMT-05:00 2003 META-INF/ 

68 Fri Jan 03 13:12:38 GMT-05:00 2003 META-INF/MANIFEST.MF 

10 Fri Jan 03 13:12:14 GMT-05:00 2003 file.1.class 

$ show log java$filename_controls 

"JAVA$FILENAME_CONTROLS" = "-1" (LNM$JOB_816DA700) 

$ show log java$show_filename_mapping 

"JAVA$SHOW_FILENAME_MAPPING" = "1" (LNM$PROCESS_TABLE) 

$ pipe jar xvf tmp.jar | search sys$input file.1 

open_Jacket: Mapped: file.1.class To: file_1.class 

extracted: file.1.class 

トラブルシューティング 

次のシナリオでは、JRE を使用するときに OpenVMS システムで発生する可能性がある問題の解決方法を示しま

す。 

クラス名とファイル名の 1 対 1 の関係 

問題： 

SERTEST.JAVA ファイルに Java プログラムを書きました。パブリッククラスの定義は次のように始まります。 

    public class SerTest { 

    ...  

あなたは以下のようにコンパイルしようとしました： 

   $ javac SERTEST.JAVA  
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また、 

   $ javac sertest.java  

どちらの場合も、コンパイルは失敗し、次のエラーメッセージが表示されます。 

    sertest.java:7:  

    Public class SerTest must be defined in a  

        file called "SerTest.java". 

    public class SerTest { 

                 ^ 

    1 error 

何が問題か？ 

Java ランタイム環境では、クラス名とファイル名の間に 1 対 1 の関係があります。ファイル名は、パブリックク

ラス宣言と同じ大文字と小文字を区別して SerTest.java と表現する必要があります。 

したがって、この例では、次のようにコマンドを入力する必要があります。 

   $ javac "SerTest.java" 

ファイル名が引用符で囲まれていない場合、DCLは自動的に文字列を大文字にします。したがって、javac が見

るファイル名 SERTEST.JAVA はクラス名と一致しません。 

OpenVMS システムの Java ソース・ファイルは Stream_LF レコード形式でなければならない 

問題： 

別のコンピュータからいくつかの Java ソースファイルをコピーしたり、新しい.java ファイルを最初から作成し

ます。一部のファイルは、OpenVMS システムで正常にコンパイルされます。しかし、エラーが発生した場合、エ

ラーメッセージはエラーの内容を示しますが、行にエラーが発生した場所を示すインジケータ ^ は何も指しませ

ん。 

何が問題か？ 

OpenVMS システム上の Java ソース・ファイルは Stream_LF レコード形式でなければなりませんが、コンパイルに

エラーがない場合は他のレコード形式も使用できます。しかし、エラーが発生した場合、プログラムは行のどこ

にあるのかを表示することはできません。これを行うには、ファイルが Stream_LF レコード形式である必要があ

ります。次のコマンドを入力します。 

$ DIR/FULL mysource.java 

次に、文字列で始まる行をメモします。 

Record format: 

Record Format が Stream_LF として表示されていない場合は、Stream_LF に変換する必要があります。テキストフ

ァイルは、次のコマンドを使用して Stream_LF 形式に変換できます。 

$ CONVERT/FDL=STREAM_LF.FDL input_file.JAVA output_file.JAVA 

有効な例が STREAM_LF.FDL キットに同梱されており、次の場所にあります。 

SYS$COMMON:[JAVA$6x.COM]STREAM_LF.FDL 

x は、使用しているリリースの特定のバージョン番号です。 

問題： 
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別のコンピュータから.ZIP ファイルをコピーし、この.ZIP ファイルへの参照をあなたのコンピュータに CLASSPATH

を追加しました。システムが新しい.ZIP ファイルで定義されたクラスを認識していないことを示すエラーメッセ

ージが表示されます。 

何が問題か？ 

新しい.ZIP ファイルが Stream_LF レコード形式であることを確認します。次のコマンドを入力します。 

$ DIR/FULL MY.ZIP 

文字列で始まる行に注意してください。 

   レコード形式： 

Record Format が Stream_LF として表示されていない場合は、Stream_LF に変換する必要があります。.ZIP ファイ

ルなどのバイナリファイルは、次のコマンドを使用して Stream_LF 形式に変換できます。 

   $ SET FILE MY.ZIP / ATTR =（RFM：STMLF、RAT：CR） 

詳細については、「Stream_LF ファイルフォーマットが必要」を参照してください。 

ECO をインストールする必要がある 

問題： 

次のようなエラーメッセージが表示されます。 

%IMGACT-F-SYMVECMIS, shareable image's symbol vector table mismatch 

-IMGACT-F-FIXUPERR, error when JAVA$JAVA_SHR referenced DECC$SHR 

何が問題か？ 

OpenVMS の JDK は、実行時にユーザのシステム上にあると仮定する OpenVMS 共有可能イメージの特定のセット

とリンクされています。これらのイメージには、JRE が必要とする拡張機能が含まれています。この特定のイメ

ージセットは、1 つまたは複数の ECO（Engineering Change Order）にパッケージ化されています。使用している

OpenVMS のバージョンに必要な ECO のリストについては、実行している JDK のバージョンに応じて、JDK 8.0
の Web サイトの パッチインストールページ、または JDK 8.0 のリリースノートを参照してください。JRE が正し

く動作するためには、これらの ECO をダウンロードしてインストールする必要があります。 

VAXstation への表示に関する問題 

問題: 

Java アプリケーションは、その出力を AlphaStation に正しく表示します。ただし、ディスプレイを VAXstation に

リダイレクトしようとすると、次のメッセージが表示されることがあります。 

     X error event received from server:  BadValue (integer parameter out of  

                                                     range for operation) 

     Major opcode of failed request:  61 (X_ClearArea) 

     Value in failed request:  0xffff**** 

     Serial number of failed request:  ### 

  

     Current serial number in output stream:  ### 

     %XLIB-E-ERROREVENT, error event received from server 

     %TRACE-E-TRACEBACK, symbolic stack dump follows 

  

     (* indicates a variance in the occurrence of the width & height) 

       This is a problem with (width, height). 

 

何が問題か？ 
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OpenVMS サーバーはこれらのパラメータ（幅、高さ）を、X Windows システム・プロトコルで指定された

CARD16（符号なしワード）ではなく、符号付きワードとして実装します。したがって、32767 を超えるもの（16
進 7fff）は、OpenVMS サーバーにとって受け入れられません。 

これを修正するには、次の行を SYS$MANAGER:DECW$PRIVATE_SERVER_SETUP.COM にファイルに追加します。 

$ DEFINE/TABLE=DECW$SERVER0_TABLE DECW$CARD16_VALIDATE TRUE 

VAXstation を制御する DECW$PRIVATE_SERVER_SETUP.COM に加えて、DECwindows を再起動します。 

名前または拡張子のないファイルによるクラスパスの中断 

問題: 

クラスパスが中断され、NoClassDefFoundError エラーが発生します。 

何が問題か？ 

クラスパス上に.;ファイル（名前または拡張子のないファイル）が存在すると、コマンドラインで指定されたク

ラスファイルを見つけることができません。次の例に注意してください。 

$ java helloworld 

Hello world. 

  

  

$ create .  

EXIT  

$ java helloworld  

Exception in thread main java.lang.NoClassDefFoundError: helloworld 

特定の OpenVMS ソケット操作を使用する Java.net メソッドが、権限が拒否されて失敗することがある 

問題: 

一部の java.net メソッドが失敗し、次のエラーが発生することがあります。 

SocketException: "permission denied" 

何が問題か？ 

これは、これらのメソッドの中には、 " OPER"（またはそれ以上）の特権を必要とする OpenVMS ソケット操作を

使用するものがあるために発生します。OpenVMS ソケットの詳細について は、「TCP / IP Services for OpenVMS 
Sockets API and System Services Programming」マニュアルの付録 A を参照してください。 

別のイメージが開始 されたときに ^Y で一部のイメージが終了しない 

問題: 

いくつかの Java ユーティリティ（javap、、javah および verify）は、^Y で中断された場合には正常終了しませ

ん。 

何が問題か？ 

別のコマンドを入力し、あるいは$ EXIT を入力した時、^Y と EXIT をもう一度して、ユーザーで実行されている

すべてのスレッドを停止する必要がある場合があります。 

アプリケーションがデッドロックして、終了ハンドラのルーチンのいずれかによって必要なリソースを保持して

ている場合は、アプリケーションは^Y と EXIT を入力した後でも、ハングしています。このような場合は、もう

一度^Y と STOP を入力し、終了ハンドラを実行せずにアプリケーションを終了します。この動作は、Java アプリケ
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ーション固有の動作ではなく、マルチスレッド環境で動作する DECthreads の特徴です。この問題の詳細について

は、「Guide to the POSIX Threads Library」（Appendix B）を参照して ください。 

システムタイムゾーンの変更 

問題: 

システムのタイムゾーンを変更した後、Java アプリケーションは新しいタイムゾーンを表示しません。 

何が問題か？ 

Java アプリケーションが実行されているときに、タイムゾーンを東部時間から太平洋時間（夏時間から標準時間

ではなく）に変更する場合は、Java アプリケーションが以前に設定したタイムゾーンを正しいタイムゾーン（Sun
のサイトで説明されているデフォルトの TimeZone）。時間は、システムが新しいタイムゾーンに移動されたかの

ように調整されます。ただし、以前に設定したタイムゾーンが表示されます。JRE は、システム時間とは関係な

く、タイムゾーンのシフトを自動的に考慮します（夏時間から標準時間など）。 

システム時刻の設定については、「OpenVMS System Manager's Manual」の「Chapter 6, Setting System Time」 を参

照してください。 

VolanoMark™によるベンチマーク 

問題: 

VolanoMark はすべてのバッファ I / O リソースを使い果たし、システムをハングします。 

何が問題か？ 

VolanoMark ベンチマークでは、大きなバッファ付き I / O バイト数の割り当てが必要です。VolanoMark ベンチマ

ークを試す予定がある場合は、バイト数の割り当てを約 300 万に増やしてください。 

ソケット使用時のイベントフラグ番号の消耗 

問題: 

利用可能なイベントフラグ番号（EFN）の数が使い果たされると、次のようなエラーメッセージが表示されま

す。 

Thu May 28 17:44:22 EDT 1998 Error starting connection. 

 java.net.SocketException: insufficient event flags 

          at java.net.PlainSocketImpl.accept(PlainSocketImpl.java:387) 

          at java.net.ServerSocket.implAccept(ServerSocket.java:206) 

  ... 

何が問題か？ 

バージョン 5.0 より低い TCP / IP Services を実行している OpenVMS システムでは、ソケットの操作は Event Flag 
Numbers（EFN）によって制御されます。同時に動作するソケットが多いほど、消費する EFN が多くなります。

使用できる EFN は 32 個だけです。 

ドキュメンテーション 

JDK 8. x ドキュメントツリーは、JDK がインストールされているシステム上の次の場所にあります。 

SYS$COMMON:[JAVA$8x.DOCS]INDEX.HTML 
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x は、使用しているリリースの特定のバージョン番号です。インストールされているドキュメントは HTML形式

で、リリースノートファイルとこのユーザーガイドファイル、および上記の index.html ファイルが含まれていま

す。 

注意：簡単にするために、このドキュメントでは、デフォルトの場所 SYS$COMMON:[JAVA$8x]に JDK をインストー

ルすることを前提としてい ます。もし、インストール先を指定して別の場所にキットをインストールした場合に

は、この文書中のディレクトリをその場所で差し替えてください。 

コア APIのドキュメントについては、次のソースを参照してください。 

 Java Platform API仕様： 

o Sun の Java 2 Platform Standard Edition 8.0 API Specification 

APIのドキュメントでは、APIの簡単な説明を例にではなく仕様に重点を置いて示しています。 

  Java Class Libraries, Second Edition（Sun のサイトで説明されているように、Addison-Wesley Longman 発行

の The Java Series の一部）これらには、用語の定義や実質的にすべてのクラス、インターフェイス、メンバ

ーの例の定義など、より詳細な説明が含まれています。 

また、当社 Web サイトの Software Documentation ページを参照することもできます。『OpenVMS 上での Javaアプ

リケーションの性能の最適化』では、OpenVMS システムで Java のパフォーマンスを向上させるためのヒントが提供

されます。 

詳細については、Sun Microsystems 社の JDK 8 リリースノート、および、この JDK のリリースノートを参照して

ください。 

Java プログラミング言語が初めての方は、Sun の『Java チュートリアル』を参照またはダウンロードできます。 

問題の報告 

問題を報告するには、ソフトウェアサポート Web ページを参照してください。 

 

 

Java™ and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle  America and/or its 
affiliates in the United States and other countries. 
 

 

http://h50146.www5.hpe.com/products/software/oe/openvms/technical/pdfs/OptimizingSDKGuide.pdf
http://h50146.www5.hpe.com/products/software/oe/openvms/technical/pdfs/OptimizingSDKGuide.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jp/java/javase/overview/8train-relnotes-latest-2153846-ja.html
https://docs.oracle.com/cd/E26537_01/tutorial/
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