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セキュア・サービスのパブリッシング
IBM® InfoSphere™ Information Services Director を使用してサービスをデザインおよ
びデプロイした後、IBM InfoSphere Information Server コンソールまたはアセンブリ
ー・ツールを使用して、そのサービスをセキュアにします。

始める前に
v これらのトピックでは、IBM WebSphere® Application Server バージョン 6.1 また
は 7.0 で IBM InfoSphere Information Server および InfoSphere Information
Services Director 8.5 を、サポートされている対応フィックスパック・レベルで使
用していると想定しています。インストールされているバージョンの WebSphere
Application Server でサポートされるフィックスパック・レベルを知るには、次の
IBM InfoSphere Information Server システム要件ページを参照してください。
http://www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/overview/requirements.html

このタスクについて
v これらのタスクでは、操作者は、Web サービス、SOAP Over HTTP または
SOAP Over JMS、およびその他のサービス指向アーキテクチャー
(SOA、service-oriented architecture) の概念を十分に理解しており、InfoSphere
Information Services Director と、InfoSphere Information Server を使用したサービ
スのデザイン、デプロイメント、およびテストの経験があるものと想定していま
す。
v これらのタスクで、デプロイ済みサービスをセキュアにする例では、SOAP Over
HTTP バインディングを使用します。
v 多くのタスクは、サービスのデプロイメント記述子ファイルの変更から成りま
す。これらの種々の記述子ファイルの操作に、IBM Rational® Application
Developer または IBM WebSphere Application Server Toolkit などのアセンブリ
ー・ツールを使用できます。これらのトピックのタスクでは、Rational Application
Developer 7.0 と IBM WebSphere Application Server Toolkit 6.0 を使用します。
これらの手順の多くで使用されるアセンブリー・ツールは Rational Application
Developer、バージョン 7.5.4 です。
– Rational Application Developer と Rational Software Architect は、同じコー
ド・ベースを共有します。そのため、今後、Rational Application Developer
は、Rational Software Architect で交換できます。Rational Software Architect
は、Rational Application Developer と他の IBM Rational 製品 (例えば、
Rational Web Developer および Rational Software Modeler) のスーパーセット
です。
– 使用できる種々の IBM アセンブリー・ツールの中で、Rational Software
Architect または Rational Application Developer は、特に、ほとんどのタスク
を自動化する点と、一連のウィザードを通してデプロイメント記述子の中で見
つかったセキュリティー詳細を要約する点で、Web サービス・セキュリティー
に対するより良いサポートを提供します。ウィザードは別として、ユーザー・
インターフェースとエディターは、Rational Application Developer 7.0 と IBM
WebSphere Application Server Toolkit 6.0 でほとんど同じです。
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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Web サービス・セキュリティーの概要
Web サービス・セキュリティーとは、ペイロードに特有のセキュリティーを標準の
SOAP ベースの Web サービスに適用する方法を記述した業界標準です。
注: 「Web サービス」という用語は、通常は、HTTP 経由で転送される SOAP フォ
ーマットのメッセージを指しますが、このトピックでは、「WS-Security」つまり
「Web サービス・セキュリティー」と呼ばれる一連の標準について説明します。例
えば、WS-Security ユーザー名トークン認証は、WS-Security 標準の部分である多く
のセキュリティー・テクノロジーの 1 つです。一部のセキュリティー・メカニズム
は、WS-Security の部分ではありません。例えば、HTTP 基本認証、J2EE 許可、
SSL 暗号化などです。
Web サービス・セキュリティーは、XML デジタル署名、XML 暗号化などの、他
の一般に認められている標準に依存しており、インターネットおよび古いセキュア
交換 (例えば、電子データ交換 (EDI) トランザクション) などで通信およびデー
タ・セキュリティーに長く使用されてきた数学アルゴリズム、技法、および既存の
ソフトウェア資産を利用します。SSL を使用した HTTPS では、複雑なアプリケー
ション、特に Web サービス全体の「会話」またはアクティビティーに関与する異
なるハンドラー (アプリケーション) が入った非常に長いプロセス・フローが必要な
アプリケーションには不十分であるため、Web サービス・セキュリティーが必要で
す。
よく使用される例として、購入要求の全体を含むサービスがあります。それには、
経理部門向けのクレジット・カード詳細、カスタマー・サービス用のアカウント更
新情報、および、注文と発送を完了させるための単純な製品番号が含まれます。分
散サービス環境では、企業内の異なるアプリケーションが一体となって機能して、
完結した 1 つのサービスを提供します。インベントリー・アプリケーションが製品
注文の詳細にアクセスして必要な製品の在庫があるかどうか判別できることは重要
ですが、それと同様に、インベントリー・アプリケーションがアカウント情報の詳
細またはクレジット・カード番号にアクセスできないことも重要です。Web サービ
スの相互作用に従事するパーティーが、他のパーティーを検証できることと、メッ
セージの転送中に誰もその内容を変更しなかったことを確認できることが重要で
す。
認証、保全性、および機密性は、Web サービス・セキュリティーの中核のセキュリ
ティー機能です。否認防止などのセキュリティーの他の側面は、Web サービス・セ
キュリティー・フレームワークの中核の機能から派生させることができます。
セキュリティー、および特に Web サービス・セキュリティーは、サービス指向ア
ーキテクチャー (SOA) およびサービスとしての情報に関する議論では、ますます注
目されてきています。ベンダーおよびカスタマーによる Web サービス・セキュリ
ティー標準の採用は遅々としたものですが、第 1 レベルの Web サービス・セキュ
リティー標準が承認されてから数年が経ち、関心は高まってきています。採用が進
まない理由には、複雑性、パフォーマンスについての懸念、ベンダー・サポートの
ツール不足、標準の未成熟 (またはその不安)、および、多くの Web サービス・イ
ンプリメンテーションにとって、Web サービス・セキュリティーが必要とは考えら
れていないという単純な事実があります。SSL を使用する HTTPS は、ほとんどの
Point-to-Point Web サービス・インプリメンテーションで採用に値するものでした
が、複雑なマルチホップ (そこでは、Web サービス・セキュリティーは必須となり
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ます) は、ほとんどの企業にとって依然として採用に慎重になりがちな最先端のテ
クノロジーです。その上、多くの実動 Web サービス・インプリメンテーション
は、ファイアウォールの後ろに存在するか、機密情報を公開しません。これが、
Web サービス・セキュリティーの必要性を低くしています。
SOA がより一般的であり (少なくとも会社のアーキテクチャーとプランニングの議
論では)、また、多くのパーティーがメッセージのペイロードに「タッチ」するとい
う複雑なマルチポップのソリューションにおいて Web サービスの使用を前提とす
ることが多くなってきているため、Web サービス・セキュリティーに対する注目が
高まってきています。このため、Web サービス・セキュリティー、および、それを
サポートする IBM InfoSphere Information Services Director の能力について、IBM
内外の事業計画立案者および意思決定者が注目しています。
Web サービス・セキュリティーは簡単ではありません。それをインプリメントする
には、膨大な計画と統制、および、クライアントとサーバーのデプロイメント・チ
ームの間の協力が必要です。これには、次のような項目についての慎重な考察が必
要になります。
v どのような Web サービス・セキュリティーを必要とし、希望するか ? (認証、署
名、暗号化など)
v どちらの方向か ? (クライアントからホスト ? ホストからクライアントに戻る ?
全種類の Web サービス・セキュリティーについて両方向か ? 転送および中継か
?)
v メッセージのどのパーツとサブパーツか ? どのテクノロジーか (例えば、X.509)
?
テクノロジーの見地からすると、Web サービス・セキュリティーによって定義され
るほとんどのランタイム・テクノロジーは、既に存在します。デジタル署名、秘密
鍵暗号化アルゴリズム、および種々のプロトコルの統合についての業界で実証済み
の技法が、Web サービス・セキュリティーの中で使用されています。新しいこと
は、リクエスター・エンジンとプロバイダー・エンジンの Web サービス・セキュ
リティーの定義に関する構文とルール、および、それぞれのベンダー・インプリメ
ンテーションで表される特定のファイル名、拡張子、およびカスタム・プロパティ
ーです。

IBM InfoSphere Information Server コンソールを使用したセキュリティ
ーの追加
IBM InfoSphere Information Server コンソールで IBM InfoSphere Information
Services Director を使用して、HTTP 基本認証または WS-Security ユーザー名トー
クン認証を追加したり、SSL 暗号化を使用するデータ機密性を追加したりできま
す。

このタスクについて
IBM InfoSphere Information Server コンソールを使用する方法と、アセンブリー・ツ
ールを使用する方法の 2 つの方法で、サービスにセキュリティーを追加できます。
IBM InfoSphere Information Server コンソールによって一部のタスクが自動化される
ため、IBM InfoSphere Information Server コンソールを使用する方法をお勧めしま
す。
セキュア・サービスのパブリッシング
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IBM InfoSphere Information Server コンソールを使用した
HTTP 基本認証の追加
サービスに HTTP 基本認証を追加します。

このタスクについて
このタスクでは、サービスにアタッチされているバインディングは「SOAP over
HTTP」と想定しています。構成は、REST、REST 2.0、RSS、または EJB などの他
のバインディングと類似しています。

手順
1. 情報サービス・アプリケーション・ワークスペースで、アプリケーションを選択
して「開く」をクリックします。
2. 「編集」をクリックします。
3. HTTP 基本認証によってセキュアにするサービスをダブルクリックします。
4. 「サービス概要」ペインの「セキュリティー」パネルで、「認証が必要」を選択
します。
5. 「サービス・バインディング」ペインをクリックします。
6. 「認証サポート」メニューから、「HTTP 基本」を選択します。
7. 「アプリケーションを保存」をクリックします。
8. 「アプリケーションを閉じる」をクリックします。

次のタスク
これらの変更を有効にするために、サービスを再デプロイする必要があります。
IBM InfoSphere Information Server コンソールを使用してサービスに HTTP 認証を
追加するとき、IBM InfoSphere Information Services Director は、これらのサービス
内のオペレーションを実行する InfoSphere Information Services Director コンシュー
マー、アドミニストレーター、またはカタログ・マネージャーのロールを持つユー
ザーのみを許可するデフォルトの許可ルールを追加します。

IBM InfoSphere Information Server コンソールを使用したユー
ザー名トークン認証の追加
サービスにユーザー名トークン認証を追加します。

このタスクについて
このタスクでは、サービスにアタッチされているバインディングは「SOAP over
HTTP」と想定しています。

手順
1. 情報サービス・アプリケーション・ワークスペースで、アプリケーションを選択
して「開く」をクリックします。
2. 「編集」をクリックします。
3. ユーザー名トークン認証によってセキュアにするサービスをダブルクリックしま
す。
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4. 「サービス概要」ペインの「セキュリティー」パネルで、「認証が必要」を選択
します。
5. 「サービス・バインディング」ペインをクリックします。
6. 「認証サポート」メニューから、「WS-Security ユーザー名トークン」を選択し
ます。
7. 「アプリケーションを保存」をクリックします。
8. 「アプリケーションを閉じる」をクリックします。

次のタスク
これらの変更を有効にするために、サービスを再デプロイする必要があります。
IBM InfoSphere Information Server コンソールを使用してサービスに認証を追加する
とき、IBM InfoSphere Information Services Director は、これらのサービス内のオペ
レーションを実行する InfoSphere Information Services Director コンシューマー、ア
ドミニストレーター、またはカタログ・マネージャーのロールを持つユーザーのみ
を許可するデフォルトの許可ルールを追加します。

IBM InfoSphere Information Server コンソールを使用した SSL
暗号化データ機密性の追加
サービスに SSL 暗号化データ機密性を追加します。

このタスクについて
このタスクでは、サービスにアタッチされているバインディングは「SOAP over
HTTP」と想定しています。構成は、Text Over HTTP、REST、REST 2.0 または
RSS などの他のバインディングと類似しています。

手順
1. 情報サービス・アプリケーション・ワークスペースで、アプリケーションを選択
して「開く」をクリックします。
2. 「編集」をクリックします。
3. SSL 暗号化データ機密性によってセキュアにするサービスをダブルクリックしま
す。
4. 「サービス概要」ペインの「セキュリティー」パネルで、「機密性が必要」を選
択します。 「サービス・バインディング」ペインをクリックすると、このサー
ビスの実行に HTTPS が必要であることが表示されます。
5. 「アプリケーションを保存」をクリックします。
6. 「アプリケーションを閉じる」をクリックします。

次のタスク
アプリケーション・サーバーは、SSL 暗号化サービスを使用するために、HTTPS お
よび SSL 用に構成する必要があります。

セキュア・サービスのパブリッシング
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アセンブリー・ツールを使用したセキュリティーの追加
アセンブリー・ツールを使用して、認証、許可、データ機密性、およびデータ保全
性を追加できます。

このタスクについて
IBM InfoSphere Information Server コンソールを使用する方法と、アセンブリー・ツ
ールを使用する方法の 2 つの方法で、サービスにセキュリティーを追加できます。
IBM InfoSphere Information Server コンソールを使用すると、アセンブリー・ツール
では手動で行わなければならないいくつかのタスクが自動化されます。しかし、ア
センブリー・ツールを使用すると、 IBM InfoSphere Information Server コンソール
を使用してはできないような方法でサービスをセキュアにできます。

バインディング構造の概要
アセンブリー・ツールなどのアプリケーションを使用せずにセキュリティー機能を
使用可能に設定する場合、セキュリティー設定を変更するためには、バインディン
グの基本内部構造を理解する必要があります。
このセクションでは、よく使用される「SOAP Over HTTP」と「SOAP Over JMS」
の 2 つのバインディングについて、その内部構造の概要を説明します。

SOAP Over JMS
SOAP Over JMS は、サービスにアタッチできるバインディングのタイプの 1 つで
す。このトピックを読んで、SOAP Over JMS バインディングの基本構造を理解し
てください。この知識は、アセンブリー・ツールなどのアプリケーションを使用せ
ずにセキュリティー設定を使用可能にしようとする場合に役立ちます。
SOAP Over JMS バインディングは、JMS キューまたはトピック経由でサービスに
送信される SOAP 要求をアンマーシャルし、それを EJB 呼び出しとして IBM
InfoSphere Information Server サービス・インプリメンテーションにリダイレクトし
ます。また、JMS キューまたはトピックに送り返される SOAP メッセージの中の
応答をマーシャルします。
SOAP Over JMS バインディングは、次の作成物から構成されます。
v サービスを記述する WSDL ファイル。
v JMS 経由の着呼 SOAP 要求を listen する、アプリケーション・サーバーに特有
のルーター・メッセージ駆動型 Bean (MDB)。
v 要求を実際の InfoSphere Information Server サービス・インプリメンテーション
にリダイレクトするファサード・ステートレス・セッション EJB。これにはクラ
イアントが実行のために検索するビジネス・ロジックが含まれます。
v JAX-RPC 仕様に従って、SOAP メッセージを Java オブジェクトにマップする
(例えば、WSDL タイプを Java タイプに)、一連のシリアライザーとデシリアラ
イザーのクラス。
これらの作成物は次のものにバンドルされます。
v ルーター MDB とそのデプロイメント記述子を含む MDB jar (soapjrouter.jar)。
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v ファサード EJB、そのデプロイメント記述子、WSDL ファイル、およびシリアラ
イザーとデシリアライザーのクラスを含む EJB jar (soapjbinding.jar)。
サービスがデプロイされる前に IBM InfoSphere Information Services Director がサ
ービスのエンタープライズ・アーカイブ (EAR) ファイルを作成した後、サービスが
デプロイされるときに InfoSphere Information Server は MDB および EJB モジュー
ルを作成してサービス・インプリメンテーション EAR ファイルにパッケージしま
す。その関係を次のダイアグラムに示します。
デプロイの MyService.ear
SOAP/JMS バインディング

WSDL

SOAP
<soap:Envelope ...>
<soap:Body>
<ns:GetLastTradePrice>
<symbol>IBM</symbol>
</ns:GetLastTradePrice>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

ルーター・メッセージ Bean {soapjrouter.jar}

...
public void getLastTradePrice(...) {
... Invoke Façade session bean...
}
...

ファサード・セッション Bean {soapjbinding.jar}

...
public float getLastTradePrice(String
symbol) throws ... {
service.getLastTradePrice(symbol);
}

デプロイの MyService.ear
サービス・インプリメンテーション
public class TradeServicesEJB implements SessionBean {
public float getLastTradePrice(String symbol) throws... {
...business logic...
}
}

図 1. SOAP Over JMS バインディングによってデプロイされるサービス

SOAP Over HTTP
SOAP Over HTTP は、サービスにアタッチできるバインディングのタイプの 1 つ
です。このトピックを読んで、SOAP Over HTTP バインディングの基本構造を理解
してください。この知識は、アセンブリー・ツールなどのアプリケーションを使用
せずにセキュリティー設定を使用可能にしようとする場合に役立ちます。
SOAP Over HTTP バインディングは、クライアントとサービスの間にあるサーバ
ー・サイドのプロキシー・コンポーネントと考えることができます。これは、HTTP
経由でサービスに送信される SOAP 要求をアンマーシャルし、それを EJB 呼び出
しとして IBM InfoSphere Information Server サービス・インプリメンテーションに
リダイレクトします。また、HTTP 経由でクライアントに送り返される SOAP メッ
セージの中の応答をマーシャルします。
SOAP Over HTTP バインディングは、事実上次の作成物から構成されます。
v サービスを記述する WSDL ファイル。
v HTTP 経由の着呼 SOAP 要求を listen する、アプリケーション・サーバーに特
有のルーター・サーブレット。

セキュア・サービスのパブリッシング
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v 要求を実際のサービス・インプリメンテーションにリダイレクトするファサー
ド・ステートレス・セッション EJB。これにはクライアントが実行のために検索
するビジネス・ロジックが含まれます。
v JAX-RPC 仕様に従って、SOAP メッセージを Java オブジェクトにマップする
(例えば、WSDL タイプを Java タイプに)、一連のシリアライザーとデシリアラ
イザーのクラス。
これらの作成物は次のものにバンドルされます。
v ルーター・サーブレットとそのデプロイメント記述子を含む Web モジュール
(soaprouter.war)。
v ファサード EJB、そのデプロイメント記述子、WSDL ファイル、およびシリアラ
イザーとデシリアライザーのクラスを含む EJB jar (soapbinding.jar)。
サービスがデプロイされる前に IBM InfoSphere Information Services Director がサ
ービスのエンタープライズ・アーカイブ (EAR) ファイルを作成した後、サービスが
デプロイされるときに InfoSphere Information Server は Web および EJB モジュー
ルを作成してサービス・インプリメンテーション EAR ファイルにパッケージしま
す。その関係を次のダイアグラムに示します。
デプロイの MyService.ear
SOAP/HTTP バインディング
WSDL

SOAP

ルーター・サーブレット {soaprouter.jar}

<soap:Envelope ...>
<soap:Body>
<ns:GetLastTradePrice>
<symbol>IBM</symbol>
</ns:GetLastTradePrice>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

...
public void doGet(...) {
... Invoke Façade session bean...
}
...

ファサード・セッション Bean {soapbinding.jar}

...
public float getLastTradePrice(String
symbol) throws ... {
service.getLastTradePrice(symbol);
}

デプロイの MyService.ear
サービス・インプリメンテーション
public class TradeServicesEJB implements SessionBean {
public float getLastTradePrice(String symbol) throws... {
...business logic...
}
}

図 2. SOAP Over HTTP バインディングによってデプロイされるサービス

IBM InfoSphere Information Server のアセンブリー・ツールの
構成
セキュア・サービスをパブリッシュするために、アセンブリー・ツールを使用して
サービス・バインディングの記述子ファイルを変更できるように構成します。

このタスクについて
IBM InfoSphere Information Server バージョン 8.5 には IBM WebSphere Application
Server 6.1 または 7.0 が含まれており、このことをアセンブリー・ツール構成に反
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映させる必要があります。(サポートされる WebSphere Application Server フィック
スパック・レベルについては、IBM InfoSphere Information Server システム要件ペー
ジ (http://www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/overview/requirements.html)
を参照してください。) 正確に言えば、アセンブリー・ツールが WebSphere
Application Server 6.0 または 7.0 ランタイム・ライブラリーを使用できるように設
定する必要があります。これによって、InfoSphere Information Server アプリケーシ
ョン・エンタープライズ・アーカイブ (EAR) ファイルをアセンブリー・ツールにイ
ンポートしている間の種々のエラーと警告が出なくなります。また、アセンブリ
ー・ツールで生成されたプロキシー・テスト・クライアントを使用してサービスを
テストする計画であれば、ランタイム・エラーも回避できます。
以下の手順で、IBM WebSphere Application Server バージョン 6.1 またはバージョ
ン 7.0 を使用するように IBM Rational Application Developer を構成する方法を示
します。IBM WebSphere Application Server Toolkit を構成するステップは同じで
す。

手順
1. Rational Application Developer で、「ウィンドウ」 > 「設定」をクリックしま
す。
2. 設定のリストから、「サーバー」 > 「インストールされたランタイム」を選択
します。
3. 「インストールされたサーバー・ランタイム環境」ウィンドウで、「追加」をク
リックして、InfoSphere Information Server ランタイム・ライブラリーを追加し
ます。
ウィンドウには、IBM WebSphere Application Server ランタイムのバージョン
6.1 からバージョン 7.0 までがリストされます。Rational Application Developer
のインストール処理の間に何を選択したかによって、一部のランタイム・ライブ
ラリーはスタブであったり、他は完全なインプリメンテーション・コードが含ま
れていたりします。
4. 「新規サーバー・ランタイム」ウィンドウで、「IBM」フォルダーから
「WebSphere Application Server V6.1」または「WebSphere Application Server
V7.0」選択して、「次へ」をクリックします。
5. 「名前」フィールドに、 「Information Server WAS V6.1」または
「Information Server WAS V7.0」と、このランタイムのインストール・ディレ
クトリー (例えば、「C:¥IBM¥WebSphere¥AppServer」) を入力して、「終了」を
クリックします。
6. 「OK」をクリックして、「設定」ウィンドウを閉じます。

IBM InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セ
キュアにされていないサービスの使用不可設定
IBM WebSphere Application Server コンソールを使用して、サービスを停止してエ
クスポートする前に、そのサービスが含んでいるビジネス・ロジックの単位 (例え
ば、IBM InfoSphere DataStage® ジョブ) を使用不可にする必要があります。サービ
スを使用不可にするために、IBM InfoSphere Information Server コンソールを使用し
ます。

セキュア・サービスのパブリッシング
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始める前に
v サービスの作成

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールにログインし、使用不可にするサ
ービスを含むプロジェクトを開きます。
2. 「運用」 > 「デプロイ済み情報サービス・アプリケーション」を選択します。
3. 「ビュー」ペインから、使用不可に設定するサービスを含むアプリケーションを
選択します。
4. 「編集」をクリックします。
5. 「ビュー」ペインの下の方で、「使用不可」をクリックして「使用不可」を選択
します。
6. 「保存」をクリックし、「閉じる」をクリックします。

WebSphere Application Server コンソールを使用したサービス
のエクスポート
サービスのセキュリティー機能を使用可能にするには、まず、サービスをエクスポ
ートして、サービスのエンタープライズ・アーカイブ (EAR) ファイルを作成しま
す。EAR ファイルには、認証などのセキュリティー機能を使用可能にするために変
更する必要のある記述子ファイルが含まれます。

始める前に
v サービスの作成
v セキュアにされていないサービスの使用不可設定 (説明は、 9 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされていないサ
ービスの使用不可設定』を参照)

手順
1. WebSphere Application Server、バージョン 6.1 の場合、「アプリケーション」
> 「エンタープライズ・アプリケーション」を選択します。
WebSphere Application Server、バージョン 7.0 の場合、「アプリケーション」
> 「アプリケーション・タイプ」 > 「WebSphere エンタープライズ・アプリケ
ーション」を選択します。
2. エクスポートするサービスを含むアプリケーションを選択して、「停止」をクリ
ックします。
3. 再度アプリケーションを選択して、「エクスポート」をクリックします。
4. 「アプリケーション EAR ファイルのエクスポート」ウィンドウで、アプリケー
ション名をクリックします。
5. 使用しているシステム上のディレクトリーに、ファイルを保存します。
6. 「アプリケーション EAR ファイルのエクスポート」ウィンドウで、「戻る」を
クリックして、「エンタープライズ・アプリケーション」ウィンドウに戻りま
す。
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セキュアにされていないサービス EAR ファイルのアセンブリー・
ツールへのインポート
セキュアにされていないサービスを使用不可に設定し、それをエンタープライズ・
アーカイブ (EAR) ファイルとしてエクスポートした後、アセンブリー・ツールを使
用してエンタープライズ・アーカイブ (EAR) ファイルをインポートし、サービスに
対する認証、許可、または機密性などのセキュリティー機能を使用可能に設定でき
ます。

始める前に
v サービスの作成
v アセンブリー・ツールの構成 (説明は、 8 ページの『IBM InfoSphere Information
Server のアセンブリー・ツールの構成』を参照)
v セキュアにされていないサービスの使用不可設定 (説明は、 9 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされていないサ
ービスの使用不可設定』を参照)
v サービスの EAR ファイル作成のための、サービスのエクスポート (説明は、 10
ページの『WebSphere Application Server コンソールを使用したサービスのエクス
ポート』を参照)

このタスクについて
以下の手順で、サービス EAR ファイルを IBM Rational Application Developer にイ
ンポートする方法を示します。そのステップは、IBM WebSphere Application Server
Toolkit を使用してサービス EAR ファイルをインポートする場合と同じようなもの
です。

手順
1. 「プロジェクト・エクスプローラー」タブで、右クリックして、「インポート」
> 「EAR ファイル」を選択します。
2. 「インポート」ウィンドウで、「参照」をクリックして、EAR ファイルの場所
を選択します。
3. プロジェクト名を選択します。
4. アセンブリー・ツールを構成するときに指定した、ターゲットのランタイム環境
を選択します。 InfoSphere Information Server を使用するように Rational
Application Developer を構成するタスクに従った場合、正しいランタイム環境は
「Information Server WAS V6.1」または「Information Server WAS V7.0」で
す。
重要: アセンブリー・ツールを構成するときに選択したのとは異なるランタイム
環境を選択すると、EAR ファイルが正しくインポートされない可能性がありま
す。
5. 「次へ」をクリックして、次の「インポート」ウィンドウに移動します。
6. 「次へ」をクリックして、「EAR モジュールとユーティリティー JAR プロジェ
クト」ウィンドウに移動します。
7. 「終了」をクリックします。
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タスクの結果
EAR ファイルがアセンブリー・ツールにインポートされます。そうすると、「プロ
ジェクト・エクスプローラー」タブに、EAR ファイルと内部モジュール (例えば、
soapbinding) が表示されます。
注: 「問題」タブに次の警告が表示されても、この警告は無視できます。
CHKJ2874W: Migrate this EJB module's default datasource binding to a default
CMP Connection Factory binding.

サービスをセキュアにする
サービスをセキュアにできる方法は、4 とおりあります。

J2EE セキュリティー制約を使用した許可の追加
サービスをセキュアにする 1 つの方法として許可を追加します。

このタスクについて
許可を追加するには、EJB メソッド・アクセス権を EJB デプロイメント記述子の
中に定義します。XML ファイルの中のデプロイメント記述子を編集したり、 IBM
WebSphere Application Server Toolkit などのアセンブリー・ツールを使用したりで
きます。
EJB メソッド・アクセス権は、サービス・インプリメンテーションの場合にプログ
ラムで定義するのとは対照的に、J2EE 仕様で定義されるセキュリティー・モデルの
場合はデプロイメント記述子の中に宣言するという方法で定義します。
例えば、サービスのアクセスを、IBM InfoSphere Information Server でスイート・ア
ドミニストレーター・ロールを持つユーザーのみに制限することができます。この
場合、サービス・セッション Bean デプロイメント記述子 ejb-jar.xml を編集し
て、セキュリティー・ロールとセキュリティー・メソッド・アクセス権を定義しま
す。
アセンブリー・ツールを使用しない、J2EE セキュリティー制約の追加:
J2EE 仕様セキュリティー・モデルで定義されるように、EJB デプロイメント記述子
を編集して、サービスに許可を追加します。このタスクで説明されているように、
XML ファイルの中のデプロイメント記述子を編集できます。
始める前に
v サービスの作成
v セキュアにされていないサービスの使用不可設定 (説明は、 9 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされていないサ
ービスの使用不可設定』を参照)
v サービスの EAR ファイル作成のための、サービスのエクスポート (説明は、 10
ページの『WebSphere Application Server コンソールを使用したサービスのエクス
ポート』を参照)
手順
1. applicationName.ear ファイルの内容を一時作業ディレクトリーに解凍します。
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2. サービス・セッション Bean デプロイメント記述子 serviceName.jar#META-INF/
ejb-jar.xml を編集して、次のセキュリティー・エレメントを
<assembly-descriptor> エレメントの下に追加します。
security-role
このエレメントは必須で、複数回指定できます。この EJB の中に定義さ
れたメソッドを呼び出すことができるセキュリティー・ロールを宣言し
ます。<method-permission> エレメントが使用するロールを指定する場
合、それを <security-role> エレメント内で宣言してください。どのロ
ールがどの EJB メソッドを呼び出すことができるかについての完全な定
義は、<method-permission> エレメントの中にあります。
description
このエレメントは <security-role> エレメントの子エレメント
で、オプションです。このセキュリティー・ロールの説明テキス
トです。
role-name
このエレメントは <security-role> エレメントの子エレメント
で、必須です。EJB に対するいくつかのアクセス権を付与され
たロール名。
method-permission
このエレメントは必須で、複数回指定できます。どのロールがどの EJB
メソッドを呼び出すことができるかを定義します。
role-name
このエレメントは <method-permission> サブエレメントの子エ
レメントです。このエレメントはオプションで、複数回指定でき
ます。<method> エレメントで定義されたメソッドを呼び出すこ
とができるロール名。 <unchecked> エレメントと一緒に指定す
ることはできません。
unchecked
このエレメントは <method-permission> エレメントの子エレメ
ントで、オプションです。<method> エレメントで定義されたメ
ソッドを呼び出すために、アクセス権は必要ないことを指定しま
す。<role-name> エレメントと一緒に指定することはできませ
ん。
method このエレメントは <method-permission> サブエレメントの子エ
レメントです。このエレメントは必須で、複数回指定できます。
<role-name> または <unchecked> のアクセス権の対象となる
EJB メソッドを定義します。
ejb-name
このエレメントは <method> サブエレメントの子エレメ
ントで、必須です。このメソッドが定義されている EJB
の名前。
method-name
このエレメントは <method> サブエレメントの子エレメ
ントで、必須です。EJB メソッドの名前。

セキュア・サービスのパブリッシング
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注: 必須エレメントは、許可を使用可能にする状況で検討されます。必須エレメ
ントは、ejb-jar.xml XML スキーマで必ずしも必要ではありませんが、許可を
使用可能にするときに必要です。
3. 編集されたデプロイメント記述子を、残りの変更されていないファイルと一緒に
applicationName.ear ファイルにパックします。
例
次の例では、SOAP Over HTTP バインディング web.xml および ejb-jar.xml ファ
イルを示します。そこでは、SuiteUser および SuiteAdmin ロールの一部であるすべ
てのユーザーに HTTP 基本認証 (SSL 暗号化なしで) が使用可能にされています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ejb-jar PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.
//DTD Enterprise JavaBeans 2.0//EN"
"http://java.sun.com/dtd/ejb-jar_2_0.dtd">
<ejb-jar id="ejb-jar_ID">
<description/>
<display-name>MyApp</display-name>
<enterprise-beans>
<session id="MyService">
<description/>
<display-name>MyService</display-name>
<ejb-name>MyService</ejb-name>
<home>com.ibm.isd.MyApp.MyService.server.MyServiceHome
</home>
<remote>com.ibm.isd.MyApp.MyService.server.MyServiceRemote
</remote>
<ejb-class>com.ibm.isd.MyApp.MyService.server.impl.
MyServiceBean</ejb-class>
<session-type>Stateless</session-type>
<transaction-type>Container</transaction-type>
<resource-ref id="ResRef_MyService_Ref">
<res-ref-name>jca/AgentConnectionFactory
</res-ref-name>
<res-type>com.ascential.asb.agent.ra.ConnectionFactory
</res-type>
<res-auth>Application</res-auth>
<res-sharing-scope>Unshareable</res-sharing-scope>
</resource-ref>
</session>
</enterprise-beans>
<assembly-descriptor>
<security-role>
<role-name>SuiteUser</role-name>
</security-role>
<method-permission>
<role-name>SuiteUser</role-name>
<method>
<ejb-name>MyService</ejb-name>
<method-name>doNothing</method-name>
<method-params>
<method-param>int</method-param>
</method-params>
</method>
</method-permission>
</assembly-descriptor>
</ejb-jar>

アセンブリー・ツールを使用した J2EE セキュリティー制約の追加:
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J2EE 仕様セキュリティー・モデルで定義されるように、EJB デプロイメント記述子
を編集して、サービスに許可を追加します。XML ファイルの中のデプロイメント記
述子を編集したり、アセンブリー・ツールを使用したりできます。このタスクで
は、IBM WebSphere Application Server Toolkit を使用するアセンブリー・ツール方
式を示します。
始める前に
v サービスの作成
v アセンブリー・ツールの構成 (説明は、 8 ページの『IBM InfoSphere Information
Server のアセンブリー・ツールの構成』を参照)
v セキュアにされていないサービスの使用不可設定 (説明は、 9 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされていないサ
ービスの使用不可設定』を参照)
v サービスの EAR ファイル作成のための、サービスのエクスポート (説明は、 10
ページの『WebSphere Application Server コンソールを使用したサービスのエクス
ポート』を参照)
v ツールを使用してセキュリティー機能を使用可能にする場合の、サービス EAR
ファイルのアセンブリー・ツールへのインポート (説明は、 11 ページの『セキュ
アにされていないサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツールへのインポー
ト』を参照)
手順
1. 「プロジェクト・エクスプローラー」タブで、「EJB プロジェクト」 >
「svcs」を展開し、デプロイメント記述子ファイルをダブルクリックして編集し
ます。
2. 「アセンブリー」をクリックします。
3. 「セキュリティー・ロール」セクションの「名前」フィールドに、追加するロー
ルの名前 (例えば、「SuiteUser」) を入力して、「追加」をクリックします。
4. 「メソッド・アクセス権」セクションで、「追加」をクリックします。
5. 「メソッド・アクセス権の追加」ウィンドウで、追加するセキュリティー・ロー
ルを選択して、「終了」をクリックします。
6. 「保存」をクリックして、変更を保存します。

認証メカニズムの追加
サービスをセキュアにする 1 つの方法として認証を追加します。

このタスクについて
このタスクで取り上げる認証の方式は次のとおりです。
v 署名なしセキュリティー・トークン
v 署名付きセキュリティー・トークン
v HTTP 基本認証
WS-Security ウィザードを使用した署名なしセキュリティー・トークンの追加:
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着呼のサービス要求を認証する署名なしセキュリティー・トークンは、サービスを
セキュアにする 1 つの方法です。一般的に、署名なしセキュリティー・トークン
は、ユーザー名トークンを指します。
始める前に
v サービスの作成
v アセンブリー・ツールの構成 (説明は、 8 ページの『IBM InfoSphere Information
Server のアセンブリー・ツールの構成』を参照)
v セキュアにされていないサービスの使用不可設定 (説明は、 9 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされていないサ
ービスの使用不可設定』を参照)
v サービスのエンタープライズ・アーカイブ (EAR) ファイル作成のための、サービ
スのエクスポート (説明は、 10 ページの『WebSphere Application Server コンソ
ールを使用したサービスのエクスポート』を参照)
v ツールを使用してセキュリティー機能を使用可能にする場合の、サービス EAR
ファイルのアセンブリー・ツールへのインポート (説明は、 11 ページの『セキュ
アにされていないサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツールへのインポー
ト』を参照)
このタスクについて
このタスクは、WS-Security ウィザードまたは Web サービス・エディターを使用し
て行うことができます。Web サービス・エディターの方式の方が、手動による操作
が多い方式です。以下の手順で、WS-Security ウィザードを使用してユーザー名トー
クンをサービスに追加する方法を示します。
手順
1. 「Java EE パースペクティブ」に変更します。
2. 「プロジェクト・エクスプローラー」タブで、インポートしたサービスの
「soapbinding」を展開し、次に「サービス」を展開します。
3. サービスを右クリックして、「セキュア Web サービス」 > 「スタンドアロ
ン・セキュリティー・トークンの追加」を選択します。
4. 「WS-Security ウィザード - サーバー・サイドのスタンドアロン・セキュリティ
ー・トークン」ウィンドウで、「ユーザー名トークン」トークン・タイプを選択
します。
5. 「system.wssecurity.UsernameToken」JAAS 構成名を選択します。 この名前
は、system.wssecurity.UsernameToken JAAS ログイン構成で定義されたログイ
ン・モジュールのスタックによって、着呼のログイン要求が処理されることを示
します。
6. 「終了」をクリックします。
7. サービス・デプロイメント記述子が正しく更新されたことを確認するには、「プ
ロジェクト・エクスプローラー」タブで、「soapbinding」 > 「サービス」を展
開し、サービスを右クリックします。「表示」を選択して、次に「デプロイメン
ト記述子」をクリックします。Web サービス・エディターが開きます。
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8. 「拡張」タブをクリックし、ユーザー名トークンが「要求コンシューマー・サー
ビス構成の詳細」 > 「必要なセキュリティー・トークン」の中に作成されてい
ることを確認します。
9. 「バインディング」タブをクリックし、ユーザー名トークンが「要求コンシュー
マー・バインディング構成の詳細」 > 「トークン・コンシューマー」の中に作
成されていることを確認します。
Web サービス・エディターを使用した署名なしセキュリティー・トークンの追加:
着呼のサービス要求を認証する署名なしセキュリティー・トークンは、サービスを
セキュアにする 1 つの方法です。一般的に、署名なしセキュリティー・トークン
は、ユーザー名トークンを指します。
始める前に
v サービスの作成
v アセンブリー・ツールの構成 (説明は、 8 ページの『IBM InfoSphere Information
Server のアセンブリー・ツールの構成』を参照)
v セキュアにされていないサービスの使用不可設定 (説明は、 9 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされていないサ
ービスの使用不可設定』を参照)
v サービスのエンタープライズ・アーカイブ (EAR) ファイル作成のための、サービ
スのエクスポート (説明は、 10 ページの『WebSphere Application Server コンソ
ールを使用したサービスのエクスポート』を参照)
v ツールを使用してセキュリティー機能を使用可能にする場合の、サービス EAR
ファイルのアセンブリー・ツールへのインポート (説明は、 11 ページの『セキュ
アにされていないサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツールへのインポー
ト』を参照)
このタスクについて
このタスクは、WS-Security ウィザードまたは Web サービス・エディターを使用し
て行うことができます。Web サービス・エディターの方式の方が、手動による操作
が多い方式です。以下の手順で、Web サービス・エディターを使用してユーザー名
トークンをサービスに追加する方法を示します。
手順
1. Rational Application Developer の「プロジェクト・エクスプローラー」タブで、
「soapbinding」 > 「ejbModule」 > 「META-INF」 を展開し、
webservice.xml 記述子ファイルをダブルクリックします。
2. Web サービス・エディターで、「拡張」タブをクリックします。
3. 「Web サービス記述拡張」を展開し、サービスの記述を選択します。
4. 「ポート・コンポーネント・バインディング」を展開し、サービスのバインデ
ィングを選択します。
5. 「要求コンシューマー・サービス構成の詳細」 > 「必要なセキュリティー・ト
ークン」を展開します。
6. 「追加」をクリックします。
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7. 「必要なセキュリティー・トークン」ウィンドウで「ユーザー名トークン」ト
ークン・タイプを選択し、残りのフィールドに値を入力します。
8. 「OK」をクリックします。 ユーザー名トークンが、「要求コンシューマー・
サービス構成の詳細」 > 「必要なセキュリティー・トークン」の下に表示され
ます。
9. 「バインディング構成」タブをクリックし、「トークン・コンシューマー」を
展開します。
10. 「追加」をクリックします。
11. 「トークン・コンシューマー」ウィンドウで、名前、クラス、セキュリティ
ー・トークン、値タイプ、および URI のフィールドに値を入力します。「セキ
ュリティー・トークン」ドロップダウン・リストで、新規に作成したセキュリ
ティー・トークンを必ず選択するようにしてください。また、「 jaas.config の
使用」チェック・ボックスを選択して、「jaas.config 名」フィールドに
「system.wssecurity.UsernameToken」を指定することを確認してください。他
のすべてのフィールドには、デフォルト値を使用できます。
12. 「OK」をクリックします。 トークン・コンシューマーが、「要求コンシュー
マー・バインディングの構成詳細」 > 「トークン・コンシューマー」の下に表
示されます。
Web サービス・エディターを使用した署名付きセキュリティー・トークンの追加:
着呼のサービス要求を認証する署名付きセキュリティー・トークンは、サービスを
セキュアにする 1 つの方法です。
始める前に
v サービスの作成
v アセンブリー・ツールの構成 (説明は、 8 ページの『IBM InfoSphere Information
Server のアセンブリー・ツールの構成』を参照)
v セキュアにされていないサービスの使用不可設定 (説明は、 9 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされていないサ
ービスの使用不可設定』を参照)
v サービスのエンタープライズ・アーカイブ (EAR) ファイル作成のための、サービ
スのエクスポート (説明は、 10 ページの『WebSphere Application Server コンソ
ールを使用したサービスのエクスポート』を参照)
v ツールを使用してセキュリティー機能を使用可能にする場合の、サービス EAR
ファイルのアセンブリー・ツールへのインポート (説明は、 11 ページの『セキュ
アにされていないサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツールへのインポー
ト』を参照)
このタスクについて
署名付きセキュリティー・トークンの例は、Kerberos チケット・トークン、X.509
証明書トークン、または Lightweight Third Party Authentication (LTPA) トークンで
す。以下の手順で、IBM Rational Application Developer は、着呼のサービス要求の
認証メカニズムとして X.509 証明書トークンの定義を説明するために使用されてい
ます。
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手順
1. Rational Application Developer の「プロジェクト・エクスプローラー」タブで、
「soapbinding」 > 「ejbModule」 > 「META-INF」 を展開し、
webservice.xml 記述子ファイルをダブルクリックします。
2. Web サービス・エディターで、「拡張」タブをクリックします。
3. 「Web サービス記述拡張」を展開し、サービスの記述を選択します。
4. 「ポート・コンポーネント・バインディング」を展開し、サービスのバインデ
ィングを選択します。
5. 「要求コンシューマー・サービス構成の詳細」 > 「必要なセキュリティー・ト
ークン」を展開します。
6. 「追加」をクリックします。
7. 「必要なセキュリティー・トークン」ウィンドウで「X509 証明書トークン」ト
ークン・タイプを選択し、残りのフィールドに値を入力します。
8. 「OK」をクリックします。 X509 証明書トークンが、「要求コンシューマー・
サービス構成の詳細」 > 「必要なセキュリティー・トークン」の下に表示され
ます。
9. 「バインディング構成」タブをクリックし、「トークン・コンシューマー」を
展開します。
10. 「追加」をクリックします。
11. 「トークン・コンシューマー」ウィンドウで、名前、クラス、セキュリティ
ー・トークン、値タイプ、および URI のフィールドに値を入力します。その他
のフィールドは、デフォルト値のままにしておくことができます。
12. 「OK」をクリックします。 トークン・コンシューマーが、「要求コンシュー
マー・バインディング構成の詳細」 > 「トークン・コンシューマー」の下に表
示されます。
アセンブリー・ツールを使用しない、HTTP 基本認証の追加:
HTTP 基本認証方式を使用して、HTTPS またはイントラネットなどの保護されたネ
ットワーク内部のサービスをセキュアにします。HTTP 基本認証を使用可能にする
には、SOAP バインディング・モジュールの中で定義されている J2EE デプロイメ
ント記述子を編集します。
始める前に
v サービスの作成
v セキュアにされていないサービスの使用不可設定 (説明は、 9 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされていないサ
ービスの使用不可設定』を参照)
v サービスの EAR ファイル作成のための、サービスのエクスポート (説明は、 10
ページの『WebSphere Application Server コンソールを使用したサービスのエクス
ポート』を参照)
このタスクについて
サービスに認証を追加するには、EJB デプロイメント記述子を編集します。XML
ファイルの中のデプロイメント記述子を編集したり、IBM Rational Application
セキュア・サービスのパブリッシング
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Developer などのアセンブリー・ツールを使用したりできます。
手順
1. EAR ファイルの内容を一時作業ディレクトリーに解凍します。
2. ルーター・サーブレット Web デプロイメント記述子 soaprouter.war#WEB-INF/
web.xml を編集して、次のセキュリティー・エレメントを <web-app> ルート・
エレメントの下に追加します。
security-constraint
このエレメントは必須です。<web-resource-collection> サブエレメン
トで定義されたリソースのコレクションに対するアクセス権を定義しま
す。
web-resource-collection
このエレメントは <security-constraint> エレメントの子エレ
メントで、必須です。このセキュリティー制約を適用する Web
アプリケーションのコンポーネントを定義します。
web-resource-name
このエレメントは <web-resource-collection> サブエレ
メントの子エレメントで、必須です。この Web リソー
ス・コレクションの名前を定義します。
description
このエレメントは <web-resource-collection> サブエレ
メントの子エレメントで、オプションです。この Web
リソース・コレクションの説明テキストです。
url-pattern
このエレメントは <web-resource-collection> サブエレ
メントの子エレメントで、必須です。このセキュリティ
ー制約が適用する URL パターンを定義します。 SOAP
ルーター・サーブレットの場合、URL パターン /* を使
用してください。アスタリスク (*) だけでは無効です。
http-method
このエレメントは <web-resource-collection> サブエレ
メントの子エレメントです。このエレメントはオプショ
ンで、複数回指定できます。1 つ以上の <http-method>
エレメントを使用して、セキュリティー制約の対象とす
る HTTP 方式 (例えば、「GET」または「POST」) を
宣言します。デフォルトでは、これはすべての HTTP 方
式に適用されます。SOAP/HTTP ルーター・サーブレッ
トの場合、POST メソッドを使用して要求が行われま
す。<http-method> エレメントを指定した場合は、POST
メソッドがリストされていることを確認します。WSDL
ファイルを保護するために、GET メソッドも指定されて
いることを確認します。
auth-constraint
このエレメントは <security-constraint> エレメントの子エレ
メントで、必須です。どのグループまたはプリンシパルが、この
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セキュリティー制約の中に定義された Web リソースのコレクシ
ョンへのアクセス権限を持つかを定義します。
description
これは、<auth-constraint> サブエレメントの子エレメ
ントで、オプションです。このセキュリティー制約の説
明テキストです。
role-name
このエレメントは <auth-constraint> サブエレメントの
子エレメントです。このエレメントは必須で、複数回指
定できます。どのセキュリティー・ロールが、このセキ
ュリティー制約の中に定義されたリソースにアクセスで
きるかを定義します (例えば、「SuiteUser」または
「SuiteAdmin」)。サービス・インプリメンテーションの
ために定義されたロールを複製します。
user-data-constraint
このエレメントは <security-constraint> エレメントの子エレ
メントで、オプションです。クライアントのサーバーとの通信方
法を定義します。通常は、SSL を使用可能にするためにのみ使
用されます。
description
このエレメントは <user-data-constraint> サブエレメ
ントの子エレメントで、オプションです。このユーザ
ー・データ制約の説明テキストです。
transport-guarantee
このエレメントは <user-data-constraint> サブエレメ
ントの子エレメントで、オプションです。クライアント
とサーバー間のデータ転送に実施する、セキュリティー
制約のタイプを指定します。
v NONE (制約なし)
v INTEGRAL (データ保全性)
v CONFIDENTIAL (これは、基本的に SSL です)
login-config
このエレメントは必須です。ユーザーの認証方法を定義します。
auth-method
このエレメントは <login-config> エレメントの子エレメント
で、必須です。ユーザーの認証に使用する方式を指定します。こ
の場合、単に「BASIC」に設定します。
realm-name
このエレメントは <login-config> エレメントの子エレメント
で、オプションです。ユーザー証明情報の認証のために参照され
る、領域の名前。
security-role
このエレメントは必須で、複数回指定できます。セキュリティー・ロー
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ルを宣言します。<auth-constraint> エレメントの下にリストされたそ
れぞれのロールに、1 つの <security-role> エレメントがなければなり
ません。
description
このエレメントは <security-role> エレメントの子エレメント
で、オプションです。このセキュリティー・ロールの説明テキス
トです。
role-name
このエレメントは <security-role> エレメントの子エレメント
で、必須です。この Web モジュールでいくつかのアクセス権を
付与されたロール名。
注: 必須エレメントは、HTTP 基本認証を使用可能にする状況で検討されます。
必須エレメントは、web.xml XML スキーマで必ずしも必要ではありませんが、
HTTP 基本認証を使用可能にするときに必要です。
3. バインディング EJB デプロイメント記述子 soapbinding.jar#META-INF/ejbjar.xml を編集して、次のセキュリティー・エレメントを <assemblydescriptor> エレメントの下に追加します。
security-role
このエレメントは必須で、複数回指定できます。この EJB の中に定義さ
れたメソッドを呼び出すことができるセキュリティー・ロールを宣言し
ます。<method-permission> エレメントが使用するロールを指定する場
合、それを <security-role> エレメント内で宣言してください。どのロ
ールがどの EJB メソッドを呼び出すことができるかについての完全な定
義は、<method-permission> エレメントの中にあります。
description
このエレメントは <security-role> エレメントの子エレメント
で、オプションです。このセキュリティー・ロールの説明テキス
トです。
role-name
このエレメントは <security-role> エレメントの子エレメント
で、必須です。EJB に対するいくつかのアクセス権を付与され
たロール名。
method-permission
このエレメントは必須で、複数回指定できます。どのロールがどの EJB
メソッドを呼び出すことができるかを定義します。
role-name
このエレメントは <method-permission> サブエレメントの子エ
レメントです。このエレメントはオプションで、複数回指定でき
ます。<method> エレメントで定義されたメソッドを呼び出すこ
とができるロール名。 <unchecked> エレメントと一緒に指定す
ることはできません。
unchecked
このエレメントは <method-permission> エレメントの子エレメ
ントで、オプションです。<method> エレメントで定義されたメ
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ソッドを呼び出すために、アクセス権は必要ないことを指定しま
す。<role-name> エレメントと一緒に指定することはできませ
ん。
method このエレメントは <method-permission> サブエレメントの子エ
レメントです。このエレメントは必須で、複数回指定できます。
<role-name> または <unchecked> のアクセス権の対象となる
EJB メソッドを定義します。
ejb-name
このエレメントは <method> サブエレメントの子エレメ
ントで、必須です。このメソッドが定義されている EJB
の名前。
method-name
このエレメントは <method> サブエレメントの子エレメ
ントで、必須です。EJB メソッドの名前。
注: 必須エレメントは、HTTP 基本認証を使用可能にする状況で検討されます。
必須エレメントは、web.xml XML スキーマで必ずしも必要ではありませんが、
HTTP 基本認証を使用可能にするときに必要です。
4. 編集されたデプロイメント記述子を、残りの変更されていないファイルと一緒に
applicationName.ear ファイルにパックします。
例
次の例では、SOAP Over HTTP バインディング web.xml および ejb-jar.xml ファ
イルを示します。そこでは、SuiteUser および SuiteAdmin ロールの一部であるすべ
てのユーザーに HTTP 基本認証 (SSL 暗号化なしで) が使用可能にされています。
web.xml ファイルの例
soaprouter.jar#WEB-INF/web.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd" id="WebApp_ID" version="2.4">
<display-name>MyAppSOAPBinding_HTTPRouter</display-name>
<servlet>
<display-name>Web services Router servlet for port-componentMyServiceSOAP
</display-name>
<servlet-name>MyServiceSOAP</servlet-name>
<servlet-class>com.ibm.ws.webservices.engine.transport.http.WebServicesServlet
</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>MyServiceSOAP</servlet-name>
<url-pattern>MyService</url-pattern>
</servlet-mapping>
<security-constraint>
<display-name>SoapRouterConstraints</display-name>
<web-resource-collection>
<web-resource-name>SecuredSoapRouterServlet</web-resource-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
<http-method>GET</http-method>
<http-method>POST</http-method>
</web-resource-collection>
<auth-constraint>
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<description>Authorized roles</description>
<role-name>SuiteUser</role-name>
<role-name>SuiteAdmin</role-name>
</auth-constraint>
<user-data-constraint>
<transport-guarantee>NONE</transport-guarantee>
</user-data-constraint>
</security-constraint>
<login-config>
<auth-method>BASIC</auth-method>
</login-config>
<security-role>
<role-name>SuiteUser</role-name>
</security-role>
<security-role>
<role-name>SuiteAdmin</role-name>
</security-role>
</web-app>

ejb-jar.xml ファイルの例
soapbinding.jar#META-INF/ejb-jar.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ejb-jar xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" id="ejb-jar_ID"
version="2.1" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/ejb-jar_2_1.xsd">
<enterprise-beans>
<session id="MyServiceSOAP">
<description></description>
<ejb-name>MyServiceSOAP</ejb-name>
<home>com.ibm.isd.MyApp.MyService.server.MyServiceHome
</home>
<remote>com.ibm.isd.MyApp.MyService.server.MyServiceRemote
</remote>
<service-endpoint>com.ibm.isd.MyApp.MyService.MyService
</service-endpoint>
<ejb-class>com.ibm.isd.MyApp.MyService.MyServiceSOAPBindingBean
</ejb-class>
<session-type>Stateless</session-type>
<transaction-type>Container</transaction-type>
<ejb-ref id="EjbRef_MyService_Ref">
<ejb-ref-name>ejb/MyService</ejb-ref-name>
<ejb-ref-type>Session</ejb-ref-type>
<home>com.ibm.isd.MyApp.MyService.server.MyServiceHome</home>
<remote>com.ibm.isd.MyApp.MyService.server.MyServiceRemote</remote>
</ejb-ref>
</session>
</enterprise-beans>
<assembly-descriptor>
<security-role>
<role-name>SuiteUser</role-name>
</security-role>
<security-role>
<role-name>SuiteAdmin</role-name>
</security-role>
<method-permission>
<role-name>SuiteUser</role-name>
<role-name>SuiteAdmin</role-name>
<method>
<ejb-name>MyServiceSOAP</ejb-name>
<method-intf>Remote</method-intf>
<method-name>doNothing</method-name>
<method-params>
<method-param>int</method-param>
</method-params>
</method>
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</method-permission>
<method-permission>
<unchecked/>
<method>
<ejb-name>MyServiceSOAP</ejb-name>
<method-intf>Home</method-intf>
<method-name>create</method-name>
<method-params>
</method-params>
</method>
<method>
<ejb-name>MyServiceSOAP</ejb-name>
<method-intf>Home</method-intf>
<method-name>remove</method-name>
</method>
</method-permission></assembly-descriptor>
</assembly-descriptor>
</ejb-jar>

アセンブリー・ツールを使用した HTTP 基本認証の追加:
HTTP 基本認証方式を使用して、HTTPS またはイントラネットなどの保護されたネ
ットワーク内部のサービスをセキュアにします。HTTP 基本認証を使用可能にする
には、SOAP バインディング・モジュールの中で定義されている J2EE デプロイメ
ント記述子を編集します。
始める前に
v サービスの作成
v アセンブリー・ツールの構成 (説明は、 8 ページの『IBM InfoSphere Information
Server のアセンブリー・ツールの構成』を参照)
v セキュアにされていないサービスの使用不可設定 (説明は、 9 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされていないサ
ービスの使用不可設定』を参照)
v サービスの EAR ファイル作成のための、サービスのエクスポート (説明は、 10
ページの『WebSphere Application Server コンソールを使用したサービスのエクス
ポート』を参照)
v ツールを使用してセキュリティー機能を使用可能にする場合の、サービス EAR
ファイルのアセンブリー・ツールへのインポート (説明は、 11 ページの『セキュ
アにされていないサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツールへのインポー
ト』を参照)
このタスクについて
サービスに認証を追加するには、EJB デプロイメント記述子を編集します。XML
ファイル内でデプロイメント記述子を編集できます。また、以下の手順に示されて
いるように、IBM Rational Application Developer などのアセンブリー・ツールを使
用することもできます。
手順
1. 「プロジェクト・エクスプローラー」タブで、「soaprouter」モジュールを展開
します。
2. Web デプロイメント記述子ファイルをダブルクリックし、編集します。
3. 「ページ」タブをクリックします。
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4. 「ログイン」セクションで、「認証方式」 > 「基本」を選択し、変更を保存し
ます。
5. 「セキュリティー」タブをクリックします。
6. 「セキュリティー・ロール」セクションの「名前」フィールドに、追加するロ
ールの名前を入力して、「追加」をクリックします。
7. 「セキュリティー制約」セクションで、「追加」をクリックします。
認証のセキュリティー制約は、サービスに許可を追加するときに定義するセキ
ュリティー制約と同じにします。
8. 制約の名前を入力して、「次へ」をクリックします。
9. Web リソース名を入力し、「HTTP 方式」に「POST」と「GET」を選択しま
す。「パターン」フィールドに「/*」を追加します。サービス WSDL を保護
するために、GET HTTP 方式を保護する必要があります。
10. 「終了」をクリックします。
11. 「許可ロール」セクションで、「追加」をクリックします。
12. 「セキュリティー・ロール」セクションで追加した「ロール名」を選択し、
「終了」をクリックします。
13. 「ユーザー・データ制約」セクションで、「なし」を選択して、変更を保存し
ます。 この制約は、SSL 接続にのみ使用されます。
14. 「プロジェクト・エクスプローラー」タブの「EJB プロジェクト」セクション
で、「soapbinding」モジュールを展開します。
15. EJB デプロイメント記述子ファイルをダブルクリックし、編集します。
16. 「アセンブリー」タブをクリックします。
17. 「セキュリティー・ロール」セクションで、「追加」をクリックし、Web デプ
ロイメント記述子に追加したのと同じロール名を入力します。
18. 「メソッド・アクセス権」セクションで、「追加」をクリックします。
19. 「メソッド・アクセス権」ウィンドウで、セキュリティー・ロールを選択し
て、「次へ」をクリックします。
20. 「エンタープライズ Bean 選択」ウィンドウで、サービスのエンタープライズ
Bean を選択して、「次へ」をクリックします。
21. 「メソッド・エレメント」ウィンドウで、セキュアにするメソッドを選択しま
す。標準的な状況では、すべてのメソッドを選択します。
22. 「終了」をクリックして、変更を保存します。

SSL 暗号化を使用したデータ機密性の追加
サービスをセキュアにする 1 つの方法としてデータ機密性を追加します。

このタスクについて
Secure Sockets Layer (SSL) プロトコルを使用して、データ機密性を追加します。こ
のタスクを完了して、サービスのサーバー・サイドで SSL を使用可能にします。そ
のあと、クライアント・サイドの構成も同様に変更する必要があります。例えば、
サーバー・サイドの構成を、SSL の代わりに Transport Secure Layer (TSL) プロト
コルを使用するように変更した場合、クライアントの方も TSL を使用するように構
成する必要があります。
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SSL プロトコルは、Public Key Infrastructure (PKI) に基づきます。したがって、
SSL 接続を完了するには、クライアントとサーバーの両方の秘密鍵と公開鍵を生成
して、それぞれ鍵ストアとトラストストアに保管する必要があります。このタスク
では、サンプルの鍵ストアと自己署名証明書を使用します。サンプルの鍵ストア
は、テストの目的にのみ使用してください。実際の実稼働環境では、独自の PKI を
インプリメントしてください。
SSL を使用可能にする処理の概要は次のとおりです。
v クライアントがサーバーを認証します。その後、セッションが開始されます。こ
の認証は、SSL ハンドシェーク・プロトコルと呼ばれます。オプションで、クラ
イアントもサーバーに対して認証できます。
v SSL ハンドシェークが成功すると、そのあと、データ転送の開始と暗号化が行わ
れます。これは、SSL レポート・プロトコルと呼ばれます。
v セッションの途中でアラームが発生した場合は、アラート・パケットが該当する
受信側に送信されます。このアラート・パケットは、SSL アラート・プロトコル
と呼ばれます。
次のタスクでは、SSL 暗号化を使用してデータ機密性を追加する方法を説明してい
ます。
SSL 暗号化を使用するサービスの構成:
IBM WebSphere Application Server 内に Secure Sockets Layer (SSL) レパートリー
を作成した後、このタスクを完了して、サービスのサーバー・サイドで SSL を使用
可能にします。そのあと、クライアント・サイドの構成も同様に変更する必要があ
ります。例えば、サーバー・サイドの構成を、SSL の代わりに Transport Secure
Layer (TSL) プロトコルを使用するように変更した場合、クライアントの方も TSL
を使用するように構成する必要があります。
始める前に
v サービスの作成
v アセンブリー・ツールの構成 (説明は、 8 ページの『IBM InfoSphere Information
Server のアセンブリー・ツールの構成』を参照)
v セキュアにされていないサービスの使用不可設定 (説明は、 9 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされていないサ
ービスの使用不可設定』を参照)
v サービスの EAR ファイル作成のための、サービスのエクスポート (説明は、 10
ページの『WebSphere Application Server コンソールを使用したサービスのエクス
ポート』を参照)
v ツールを使用してセキュリティー機能を使用可能にする場合の、サービス EAR
ファイルのアセンブリー・ツールへのインポート (説明は、 11 ページの『セキュ
アにされていないサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツールへのインポー
ト』を参照)
手順
1. IBM Rational Application Developer の「プロジェクト・エクスプローラー」タ
ブで、「soaprouter」を展開し、デプロイメント記述子をダブルクリックして編
集します。
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2. 「セキュリティー」タブを選択します。
3. 「セキュリティー制約」セクションで、「追加」をクリックします。
4. 「制約の追加」ページで、制約の名前を入力し、「次へ」をクリックします。
5. 「Web リソースの追加」ページで、リソースの名前を入力します。
6. 「HTTP 方式」リストから、HTTP 方式を選択します。サービスをセキュアに
するために、少なくとも POST メソッドは選択します。Web サービス記述言
語 (WSDL、Web Services Description Language) ファイルにセキュリティー制
約を適用しない場合は、GET メソッドは選択しません。
7. 「パターン」フィールドに「/*」を追加して、セキュリティー制約に適用され
る URL パターンを指定します。
8. 「終了」をクリックします。
9. 「ユーザー・データ制約」セクションの「タイプ」フィールドで、「機密」を
選択します。
10. 変更を保存します。
次のタスク

データ保全性の追加
サービスをセキュアにする 1 つの方法として、XML デジタル署名を使用してデー
タ保全性を追加します。

このタスクについて
デジタル署名処理の概要
v クライアント (送信側) は、秘密鍵を使用して要求メッセージのパーツを署名しま
す。クライアント秘密鍵がクライアント鍵ストアに保管されます。
v サーバー (受信側) は、クライアント公開鍵を使用して、要求メッセージのクライ
アント・デジタル署名を検証します。クライアント公開鍵がサーバー鍵ストアに
保管されます。
XML デジタル署名の追加:
XML デジタル署名を使用して、サービスにデータ保全性を追加するには、IBM
Rational Application Developer などのアセンブリー・ツールを使用してデプロイメン
ト記述子ファイルを編集します。
始める前に
v サービスの作成
v アセンブリー・ツールの構成 (説明は、 8 ページの『IBM InfoSphere Information
Server のアセンブリー・ツールの構成』を参照)
v セキュアにされていないサービスの使用不可設定 (説明は、 9 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされていないサ
ービスの使用不可設定』を参照)
v サービスのエンタープライズ・アーカイブ (EAR) ファイル作成のための、サービ
スのエクスポート (説明は、 10 ページの『WebSphere Application Server コンソ
ールを使用したサービスのエクスポート』を参照)
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v ツールを使用してセキュリティー機能を使用可能にする場合の、サービス EAR
ファイルのアセンブリー・ツールへのインポート (説明は、 11 ページの『セキュ
アにされていないサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツールへのインポー
ト』を参照)
このタスクについて
制約事項
このタスクでは、IBM Rational Application Developer の Web サービス・エディタ
ーを使用して、デプロイメント記述子ファイルを編集します。デプロイメント記述
子ファイルの編集に、Rational Application Developer セキュリティー・ウィザードは
使用しないでください。そのウィザードでは、操作者が署名および変換アルゴリズ
ムなどの XML デジタル署名機能を制御することはできません。
このタスクでは、応答メッセージではなく、要求メッセージのデジタル署名の署名
と検証の方法を示します。しかし、応答メッセージのデジタル署名の署名と検証の
手順もほとんど同じなので、ここには説明していません。そのタスクを要約する
と、応答コンシューマー (クライアント・サイド) と応答ジェネレーター (サーバ
ー・サイド) を、このセクションで説明する、要求ジェネレーター (クライアント・
サイド) と要求コンシューマー (サーバー・サイド) と同じ方法で構成することで
す。
手順
1. Rational Application Developer の「プロジェクト・エクスプローラー」タブで
「soapbinding」 > 「サービス」を展開し、該当するサービスを右クリックしま
す。「表示」を選択して、次に「デプロイメント記述子」をクリックします。
Web サービス・エディターが開きます。
2. Web サービス・エディターで、「拡張」タブをクリックします。
3. 「Web サービス記述拡張」を展開し、サービスの記述を選択します。
4. 「ポート・コンポーネント・バインディング」を展開し、サービスのバインデ
ィングを選択します。
5. 「要求コンシューマー・サービス構成の詳細」 > 「必要な保全性」を展開しま
す。
6. 「必要な保全性」ウィンドウで、「追加」をクリックします。
7. 「必要な機密性」ウィンドウの「必要な保全性名」フィールドに、名前を入力
します。
8. 「使用タイプ」フィールドで、保全性を必須とする場合は「必須」、オプショ
ンとする場合は「オプション」を選択します。
9. 「メッセージ・パーツ」フィールドで、署名されるようにするメッセージ・パ
ーツを選択します。メッセージ・パーツの署名には、キーワードまたは XPath
式のどちらかを使用できます。メッセージ・パーツを追加するには、次のよう
にします。
a. 「追加」をクリックします。
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b. メッセージの汎用パーツを識別するキーワードを使用できます。「パーツ・
ダイアレクト」列から「http://www.ibm.com/websphere/webservices/
wssecurity/dialect-was」を選択し、「パーツ・キーワード」列から署名する
メッセージのパーツを選択します。
c. メッセージの特定のパーツを詳細に識別するために、XPath 式を使用できま
す。「パーツ・ダイアレクト」列から「http://www.w3.org/TR/1999/RECxpath-19991116」を選択します。
d. オプション: 応答アタックを避けるために、「メッセージ・パーツ」フィー
ルドに、「nonce」を指定します。
e. オプション: メッセージの存続時間を割り当てるために、「メッセージ・パ
ーツ」フィールドに、タイム・スタンプを指定します。
10. Web サービス・エディターで、「バインディング構成」タブをクリックしま
す。
11. 「要求コンシューマー・バインディング構成」 > 「トラスト・アンカー」を展
開し、「追加」をクリックします。
12. 「トラスト・アンカー」ウィンドウで、次を行います。
a. トラスト・アンカー名を入力します。
b. 鍵ストアのパスワードを入力します。
c. サーバー・サイド鍵ストアの絶対パスを入力します。 例えば、
「C:¥sampleks¥receiverkeys.jks」です。
d. 鍵ストア・タイプを選択します。
e. 「OK」をクリックします。
13. Web サービス・エディターで、「要求コンシューマー・バインディング構成」
> 「トークン・コンシューマー」を展開し、「追加」をクリックします。
14. 「トークン・コンシューマー」ウィンドウで、次を行います。
a. トークン・コンシューマー名を入力します。
b. トークン・コンシューマー・クラスとして
「com.ibm.wssip.wssecurity.token.X509TokenConsumer」を選択します。
c. セキュリティー・トークンは選択しないでください。署名の場合、サービス
拡張の中でセキュリティー・トークンを指定する必要はありません。
d. 「値タイプの使用」を選択し、「X509 証明書トークン V3」値タイプを選
択します。
e. 「jaas.config の使用」を選択し、「jaas.config 名」フィールドに、
「system.wssecurity.X509BST」を入力します。
f. 「証明書パス設定の使用」を選択し、「証明書パス参照」または「任意証明
書のトラスト」を選択します。「証明書パス設定の使用」を選択する場合、
先に作成したトラスト・アンカー名を選択します。
g. 「OK」をクリックします。
15. Web サービス・エディターで、「要求コンシューマー・バインディング構成」
> 「鍵ロケーター」を展開し、「追加」をクリックします。
16. 「鍵ロケーター」ウィンドウで、次を行います。
a. 鍵ロケーター名を入力します。
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b. 鍵ロケーター・クラス・インプリメンテーションを選択します。デジタル署
名検証に送信側メッセージからの X.509 セキュリティー・トークンを使用
している場合は、
「com.ibm.wsspi.wssecurity.keyinfo.X509TokenKeyLocator」を使用します。
c. 「OK」をクリックします。
17. Web サービス・エディターで、「要求コンシューマー・バインディング構成」
> 「鍵情報」を展開し、「追加」をクリックします。
18. 「鍵情報」ウィンドウで、次を行います。
a. 鍵情報を入力します。
b. 鍵情報タイプを選択します。デジタル署名検証に使用されるセキュリティ
ー・トークンが、送信側メッセージの中の URI を使用して直接参照される
場合は、鍵情報タイプとして「STRREF」を使用します。
c. 鍵情報クラスを選択します。鍵情報タイプとして「STRREF」を選択した場
合は、「com.ibm.ws.webservices.wssecurity.keyinfo.
STRReferenceContentConsumer」が自動的に選択されます。
d. 「鍵ロケーターの使用」を選択し、「鍵ロケーター」セクションで作成した
鍵ロケーターの名前を選択します。
e. 「トークンの使用」を選択し、「トークン・コンシューマー」セクションで
作成したトークン・コンシューマーの名前を選択します。
f. 「OK」をクリックします。
19. Web サービス・エディターで、「要求コンシューマー・バインディング構成」
> 「署名情報」を展開し、「追加」をクリックします。
20. 「署名情報」ウィンドウで、次を行います。
a. 署名情報名を入力します。
b. 正規化方式アルゴリズムを選択します。デフォルト値は
「http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#」です。
c. 署名メソッド・アルゴリズムを選択します。デフォルト値は
「http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1」です。
d. 「追加」をクリックし、「鍵情報」セクションで作成した鍵情報エレメント
を選択して、鍵情報名を入力します。
e. 「OK」をクリックします。
21. Web サービス・エディターで、「要求コンシューマー・バインディング構成」
> 「パーツ参照」を展開し、「追加」をクリックします。
22. 「パーツ参照」ウィンドウで、次を行います。
a. パーツ参照名を入力します。
b. 「必要な保全性」セクションで作成した必要な保全性パーツを選択します。
c. ダイジェスト方式アルゴリズムを選択します。デフォルト値は
「http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1」です。
d. 「OK」をクリックします。
23. Web サービス・エディターで、「要求コンシューマー・バインディング構成」
> 「変換」を展開し、「追加」をクリックします。パーツ参照を作成した後、
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「変換」セクションが使用可能になります。変換エレメントには、データが署
名される前にデータに対して行われたオペレーションについての情報が保持さ
れています。
24. 「変換」ウィンドウで、次を行います。
a. 変換処理名を入力します。
b. オペレーションを実行するアルゴリズムを選択します。デフォルト値は
「http://www.w3.org/2002/10/xml-exc-c14n#」です。
c. 「OK」をクリックします。
25. 変更を保存します。

セキュアにされたサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツール
からのエクスポート
アセンブリー・ツールを使用して、サービスに対する認証、許可、または機密性と
いったセキュリティー機能を使用可能にした後は、セキュアにされたサービスをエ
ンタープライズ・アーカイブ (EAR) ファイルとしてエクスポートできます。

始める前に
v サービスの作成
v アセンブリー・ツールの構成 (説明は、 8 ページの『IBM InfoSphere Information
Server のアセンブリー・ツールの構成』を参照)
v セキュアにされていないサービスの使用不可設定 (説明は、 9 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされていないサ
ービスの使用不可設定』を参照)
v サービスのエンタープライズ・アーカイブ (EAR) ファイル作成のための、サービ
スのエクスポート (説明は、 10 ページの『WebSphere Application Server コンソ
ールを使用したサービスのエクスポート』を参照)
v ツールを使用してセキュリティー機能を使用可能にする場合の、サービス EAR
ファイルのアセンブリー・ツールへのインポート (説明は、 11 ページの『セキュ
アにされていないサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツールへのインポー
ト』を参照)
v サービスをセキュアにする (説明は、 12 ページの『サービスをセキュアにする』
を参照)

このタスクについて
以下の手順で、IBM Rational Application Developer からサービス EAR ファイルを
エクスポートする方法を示します。そのステップは、IBM WebSphere Application
Server Toolkit を使用してサービス EAR ファイルをエクスポートする場合と同じよ
うなものです。

手順
1. 「プロジェクト・エクスプローラー」タブで、EAR ファイルを右クリックし、
「エクスポート」 > 「EAR ファイル」を選択します。
2. 「エクスポート」ウィンドウで、「参照」をクリックして、EAR ファイルの場
所を選択します。
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3. 「既存ファイルに上書き」チェック・ボックスを選択して、セキュアにされてい
ないサービス EAR ファイルを上書きします。
4. 「終了」をクリックします。

IBM WebSphere Application Server コンソールを使用した、セ
キュアにされたサービスの再デプロイ
サービスに対する認証、許可、または機密性といったセキュリティー機能を使用可
能にし、セキュアにされたサービスをエンタープライズ・アーカイブ (EAR) ファイ
ルとしてエクスポートした後、IBM WebSphere Application Server コンソールを使
用して、セキュアにされたサービスを再デプロイします。

始める前に
v サービスの作成
v アセンブリー・ツールの構成 (説明は、 8 ページの『IBM InfoSphere Information
Server のアセンブリー・ツールの構成』を参照)
v セキュアにされていないサービスの使用不可設定 (説明は、 9 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされていないサ
ービスの使用不可設定』を参照)
v サービスのエンタープライズ・アーカイブ (EAR) ファイル作成のための、サービ
スのエクスポート (説明は、 10 ページの『WebSphere Application Server コンソ
ールを使用したサービスのエクスポート』を参照)
v ツールを使用してセキュリティー機能を使用可能にする場合の、サービス EAR
ファイルのアセンブリー・ツールへのインポート (説明は、 11 ページの『セキュ
アにされていないサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツールへのインポー
ト』を参照)
v サービスをセキュアにする (説明は、 12 ページの『サービスをセキュアにする』
を参照)
v サービスを含む EAR ファイルのエクスポート (説明は、 32 ページの『セキュア
にされたサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツールからのエクスポート』
を参照)

手順
1. 「アプリケーション」 > 「エンタープライズ・アプリケーション」を選択しま
す。
2. アプリケーションが停止していなければ (「状況」列に赤の「X」が示されま
す)、アプリケーションを選択して、「停止」をクリックします。
3. アプリケーションを選択して、「アンインストール」をクリックします。
4. 「アプリケーションのアンインストール」ウィンドウで、「OK」をクリックし
ます。
5. 「保存」をクリックして変更をマスター構成に適用し、表示されているウィン
ドウで「保存」をクリックします。
6. 「エンタープライズ・アプリケーション」ウィンドウで、アプリケーションを
選択して、「インストール」をクリックします。
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7. 「アプリケーションのインストールの準備」ウィンドウで、「参照」をクリッ
クして、セキュアにされたサービス EAR ファイルの場所を選択し、「次へ」
をクリックします。
8. アプリケーション・サマリーが表示されるまで、「次へ」を何回かクリックし
ます。
9. 「終了」をクリックします。 インストールの進行状況を示すメッセージが表示
されます。
10. 「マスター構成に保存」をクリックして、表示されているウィンドウで「保
存」をクリックします。
11. 「エンタープライズ・アプリケーション」ウィンドウで、新しくインストール
したアプリケーションを選択し、「開始」をクリックします。

IBM InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セ
キュアにされたサービスの使用可能化
セキュアにされたサービスが IBM WebSphere Application Server コンソールから再
デプロイされた後、IBM InfoSphere Information Server コンソールからサービスを使
用可能に設定します。

始める前に
v サービスの作成
v アセンブリー・ツールの構成 (説明は、 8 ページの『IBM InfoSphere Information
Server のアセンブリー・ツールの構成』を参照)
v セキュアにされていないサービスの使用不可設定 (説明は、 9 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされていないサ
ービスの使用不可設定』を参照)
v サービスのエンタープライズ・アーカイブ (EAR) ファイル作成のための、サービ
スのエクスポート (説明は、 10 ページの『WebSphere Application Server コンソ
ールを使用したサービスのエクスポート』を参照)
v ツールを使用してセキュリティー機能を使用可能にする場合の、サービス EAR
ファイルのアセンブリー・ツールへのインポート (説明は、 11 ページの『セキュ
アにされていないサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツールへのインポー
ト』を参照)
v サービスをセキュアにする (説明は、 12 ページの『サービスをセキュアにする』
を参照)
v サービスを含む EAR ファイルのエクスポート (説明は、 32 ページの『セキュア
にされたサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツールからのエクスポート』
を参照)
v サービス EAR ファイルの再デプロイ (説明は、 33 ページの『IBM WebSphere
Application Server コンソールを使用した、セキュアにされたサービスの再デプロ
イ』を参照)

手順
1. IBM InfoSphere Information Server コンソールにログインし、使用可能にするサ
ービスを含むプロジェクトを開きます。
2. 「運用」 > 「デプロイ済み情報サービス・アプリケーション」を選択します。
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3. 「ビュー」ペインから、使用可能に設定するサービスを含むアプリケーションを
選択します。
4. 「編集」をクリックします。
5. 「ビュー」ペインの下の方で、「使用不可」をクリックして「使用可能」を選択
します。
6. 「保存」をクリックし、「閉じる」をクリックします。

テスト・クライアントの生成
サービスをテストするために、テスト・クライアントを生成できます。セキュリテ
ィーを使用可能または使用不可に設定したテスト・クライアントを生成できます。

セキュリティーが使用不可のテスト・クライアントの生成
セキュリティーが使用不可に設定されるサービスのテスト・クライアントを生成し
ます。

始める前に
v サービスの作成
v アセンブリー・ツールの構成 (説明は、 8 ページの『IBM InfoSphere Information
Server のアセンブリー・ツールの構成』を参照)

このタスクについて
非セキュアのテスト・クライアントを使用してユーザー名トークン認証によってセ
キュアにされたサービスを実行すると、次のセキュリティー例外を受け取ります。
exception: com.ibm.wsspi.wssecurity.SoapSecurityException:
WSEC5509E: A security token whose type is
http://myapp.wisd.ibm.com#UsernameTokenhttp:
//docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-usernametoken-profile-1.0#UsernameToken] is required.

X.509 証明書トークンの場合、次のセキュリティー例外を受け取ります。
exception: com.ibm.wsspi.wssecurity.SoapSecurityException:
WSEC5509E: A security token whose type is
[X509Tokenhttp://docs.oasis-open.org/wss/2004
/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509] is required.

手順
1. IBM WebSphere Application Server の「サーバー」タブで、ウィンドウの内側
のどこかを右クリックし、「新規」 > 「サーバー」をクリックします。
2. 「新規サーバー」ウィンドウの「新規サーバーの定義」ページで、サーバー・
ホストの名前を入力し、「IBM」 > 「WebSphere V6.1 サーバー」または
「WebSphere V7.0 サーバー」をサーバー・タイプとして選択し、サーバー・
ランタイム環境として「Information Server WAS V6.1」または「Information
Server WAS V7.0」を選択します。
3. 「次へ」をクリックして次のページに進み、プロファイル名および認証情報な
どの情報が正しいことを確認します。オプションで、「接続のテスト」リンク
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をクリックして、ここで指定した認証情報を使用して IBM Rational Application
Developer が WebSphere Application Server に接続できることを確認することが
できます。
4. 「次へ」をクリックします。
5. 「プロジェクトの追加と削除」ページの「選択可能なプロジェクト」フィール
ドで、「MyApp.ear」ファイルをクリックし、「追加 >」をクリックしてそれを
構成済みプロジェクトのリストに追加します。
6. 「次へ」をクリックし、「終了」をクリックします。 これでサーバーの準備が
整い、必要なときにいつでも、「サーバー」タブの中のサーバーを右クリック
し、「プロジェクトの追加と削除」を選択して、このサーバーにプロジェクト
を追加できます。
7. 「サーバー」タブで、作成したサーバーを選択し、「サーバーの起動」アイコ
ンをクリックします。
8. 「ファイル」 > 「新規」 > 「プロジェクト」 > 「動的 Web プロジェクト」
を選択します。
9. 「新規動的 Web プロジェクト」ウィンドウで、プロジェクト名 (例えば、
「MyAppClient」) を入力し、ターゲット・ランタイムとして適切な WebSphere
Application Server バージョンを選択します。「EAR にプロジェクトを追加」
を選択し、クライアント・コードを含むことになる EAR ファイルのエンター
プライズ・アーカイブ (EAR) ファイル・プロジェクト名 (例えば、
「MyAppClient.ear」) を入力します。
10. 「終了」をクリックします。
11. 「ファイル」 > 「新規」 > 「その他」をクリックします。
12. 「新規」ウィンドウで、「Web サービス」を展開し、「Web サービス・クラ
イアント」を選択して、「次へ」をクリックします。
13. 「Web サービス・クライアント」ウィンドウの「Web サービス」ページの
「サービス定義」フィールドに、Web サービス記述言語 (WSDL) URL (例え
ば、「http://localhost:9080/wisd/MyApp/MyService?wsdl」) を入力します。
14. 自動化のレベルに「テスト・クライアント」を選択します。
15. 「構成」パネルで、次の設定を確認します。
サーバー
Websphere V6.1 サーバーまたは Websphere V7.0 サーバー
Web サービス・ランタイム
IBM WebSphere JAX-RPC
クライアント・プロジェクト
MyAppClient
クライアント EAR プロジェクト
MyAppClient.ear
16. 「終了」をクリックします。
17. 「Web サービス・クライアント・テスト」ページで、「Web サービス・サン
プル JSP」テスト機能と、テストするメソッドを選択します。このページの残
りの部分にはデフォルトの設定値を使用し、「終了」をクリックします。
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18. 「プロジェクト・エクスプローラー」の「JSR-109 Web サービス」 > 「クラ
イアント」の下にテスト・クライアントを表示するには、IBM Rational
Application Developer を再始動します。テスト・クライアントを使用してセキ
ュリティー・ウィザードを実行する場合は、そのテスト・クライアントが表示
されている必要があります。
19. オプション: テスト・クライアントを使用してサービスをテストするには、表示
される「Web サービス・テスト・クライアント」タブで、方式を選択し、任意
の入力番号を入力して「起動」をクリックします。 「結果」ペインに結果が表
示されます。
20. オプション: アセンブリー・ツールを使用しないでテスト・クライアントを呼び
出すには、Web ブラウザーを使用して、URL 「https://
hostname:WASSSLChannelPort/applicationName/
sampleserviceNamePortTypeProxy/TestClient.jsp」を入力します。
hostname
テスト・クライアントをホストしているサーバーの名前 (例えば、
「localhost」)
WASSSLChannelPort
SSL 転送チャネルが使用するポート番号 (9443 がデフォルトです)
applicationName
テスト・クライアントの名前
serviceName
実行するサービスの名前

認証が使用可能のテスト・クライアントの生成
認証が使用可能に設定されるサービスのテスト・クライアントを生成します。

始める前に
v サービスの作成
v アセンブリー・ツールの構成 (説明は、 8 ページの『IBM InfoSphere Information
Server のアセンブリー・ツールの構成』を参照)
v セキュアにされていないサービスの使用不可設定 (説明は、 9 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされていないサ
ービスの使用不可設定』を参照)
v サービスのエンタープライズ・アーカイブ (EAR) ファイル作成のための、サービ
スのエクスポート (説明は、 10 ページの『WebSphere Application Server コンソ
ールを使用したサービスのエクスポート』を参照)
v ツールを使用してセキュリティー機能を使用可能にする場合の、サービス EAR
ファイルのアセンブリー・ツールへのインポート (説明は、 11 ページの『セキュ
アにされていないサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツールへのインポー
ト』を参照)
v サービスへの認証の追加 (説明は、 15 ページの『認証メカニズムの追加』を参照)
v サービスを含む EAR ファイルのエクスポート (説明は、 32 ページの『セキュア
にされたサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツールからのエクスポート』
を参照)
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v サービス EAR ファイルの再デプロイ (説明は、 33 ページの『IBM WebSphere
Application Server コンソールを使用した、セキュアにされたサービスの再デプロ
イ』を参照)
v セキュアにされたサービスの使用可能設定 (説明は、 34 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされたサービス
の使用可能化』を参照)

このタスクについて
このタスクでは、IBM Rational Application Developer セキュリティー・ウィザード
を使用して、テスト・クライアントで WS-Security ユーザー名トークン認証を使用
可能にする方法を示します。もう一つの方法として、Rational Application Developer
デプロイメント記述子エディターを使用して、クライアントでセキュリティーを使
用可能にできます。
認証が必要なサービスを実行してユーザー名とパスワードを指定しない場合、次の
セキュリティー例外または類似のものが戻されます。
exception: com.ibm.wsspi.wssecurity.SoapSecurityException: WSEC5509E:
A security token whose type is [http://docs.oasis-open.org/wss/2004/
01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#UsernameToken] is required.

同様に、ユーザー名トークン認証が必要なサービスを実行して、無効なユーザー名
またはパスワードを指定した場合、次の例外または類似のものが戻されます。
exception: com.ibm.wsspi.wssecurity.SoapSecurityException: WSEC6521E:
Login failed. The exception is : javax.security.auth.login.LoginException:
WSEC6690E: Failed to check username [admin] and password in the
UserRegsitry: UserRegistryProcessor.checkRegistry()=false

手順
1. IBM WebSphere Application Server の「サーバー」タブで、ウィンドウの内側
のどこかを右クリックし、「新規」 > 「サーバー」を選択します。
2. 「新規サーバー」ウィンドウの「新規サーバーの定義」ページで、サーバー・
ホストの名前を入力し、「IBM」 > 「WebSphere V6.1 サーバー」または
「WebSphere V7.0 サーバー」サーバー・タイプとして選択し、サーバー・ラ
ンタイム環境を選択します。IBM InfoSphere Information Server を使用するよう
に IBM Rational Application Developer を構成するタスクに従った場合、正しい
ランタイム環境は「Information Server WAS V6.1」または「Information
Server WAS V7.0」です。
3. 「次へ」をクリックして次のページに進み、プロファイル名および認証情報な
どの情報が正しいことを確認します。
4. 「次へ」をクリックします。
5. 「プロジェクトの追加と削除」ページで、「選択可能なプロジェクト」フィー
ルドからセキュアにされた EAR ファイルを選択し、「追加 >」をクリックし
てそれを構成済みプロジェクトのリストに追加します。
6. 「次へ」をクリックし、「終了」をクリックします。
7. 「サーバー」タブで、作成したサーバーを選択し、「サーバーの起動」アイコ
ンをクリックします。
8. 「ファイル」 > 「新規」 > 「プロジェクト」 > 「動的 Web プロジェクト」
を選択します。
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9. 「新規動的 Web プロジェクト」ウィンドウで、プロジェクト名 (例えば、
「MyAppClient」) を入力し、ターゲット・ランタイムとして「Information
Server WAS V6.1」または「Information Server WAS V7.0」を選択します。
「EAR にプロジェクトを追加」を選択し、クライアント・コードを含むことに
なる EAR ファイルのエンタープライズ・アーカイブ (EAR) プロジェクト名
(例えば、「MyAppClient.ear」) を入力します。
10. 「終了」をクリックします。
11. 「ファイル」 > 「新規」 > 「その他」を選択します。
12. 「新規」ウィンドウで、「Web サービス」を展開し、「Web サービス・クラ
イアント」を選択して、「次へ」をクリックします。
13. 「Web サービス・クライアント」ウィンドウの「Web サービス」ページの
「サービス定義」フィールドに、Web サービス記述言語 (WSDL) URL (例え
ば、「http://localhost:9080/wisd/MyApp/MyService?wsdl」) を入力します。
14. 自動化のレベルに「テスト・クライアント」を選択します。
15. 「構成」パネルで、次の設定を確認します。
サーバー
Websphere V6.1 サーバーまたは Websphere V7.0 サーバー
Web サービス・ランタイム
IBM WebSphere JAX-RPC
クライアント・プロジェクト
MyAppClient
クライアント EAR プロジェクト
MyAppClient.ear
16. 「終了」をクリックします。
17. 「Web サービス・クライアント・テスト」ページで、「Web サービス・サン
プル JSP」テスト機能と、テストするメソッドを選択します。このページの残
りの部分にはデフォルトの設定値を使用し、「終了」をクリックします。
18. 「プロジェクト・エクスプローラー」で、「JSR-109 Web サービス」 > 「ク
ライアント」を展開します。
19. 作成したばかりのテスト・クライアントを右クリックし、「セキュア Web サ
ービス・クライアント」 > 「スタンドアロン・セキュリティー・トークンの追
加」を選択します (サービスの中で使用可能に設定されているセキュリティー
は、認証目的のユーザー名セキュリティー・トークンであると想定していま
す)。テスト・クライアントが「クライアント」フォルダーの中になければ、
Rational Application Developer を再始動します。
20. WS-Security ウィザードで、「ユーザー名トークン」トークン・タイプと、
「com.ibm.wsspi.wssecurity.auth.callback.NonPromptCallbackHandler」コールバ
ック・ハンドラーを選択します。ウィザードの次のページで、ログイン証明情
報を指定することになります。
21. 「次へ」をクリックします。
22. サービスの正しいユーザー ID とパスワードを入力して、「終了」をクリック
します。
23. 変更を保存して、テスト・クライアントを再始動します。
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24. オプション: テスト・クライアントを使用してサービスをテストするには、表示
される「Web サービス・テスト・クライアント」タブで、方式を選択し、任意
の入力番号を入力して「起動」をクリックします。 「結果」ペインに結果が表
示されます。
25. オプション: アセンブリー・ツールを使用しないでテスト・クライアントを呼び
出すには、Web ブラウザーを使用して、アドレス・フィールドに URL
「https://hostname:WASSSLChannelPort/applicationName/
sampleserviceNamePortTypeProxy/TestClient.jsp」を入力します。
hostname
テスト・クライアントをホストしているサーバーの名前 (例えば、
「localhost」)。
WASSSLChannelPort
SSL 転送チャネルが使用するポート番号 (9443 がデフォルトです)。
applicationName
テスト・クライアントの名前。
serviceName
実行するサービスの名前。

サンプルの鍵ストア、鍵、および証明書の生成
SSL も含め、どのタイプの暗号化の場合も、クライアント・サイドとサーバー・サ
イドの両方に鍵ストアを生成することが必要です。鍵ストアには、メッセージに署
名し暗号化する鍵が含まれます。このトピックのサンプルの鍵ストアを使用して暗
号化をテストするか、Java 鍵ツール・ユーティリティーを使用してスクリプトを実
行し、自分でサンプルの鍵ストアを生成します。
注: この例のサンプルを保持するために、サンプルの鍵ストアは、認証局 (CA) に
よって署名された証明書ではなく、自己署名証明書を使用して生成されました。
これらのサンプルの鍵ストアは、テストの目的にのみ使用してください。独自の
Public Key Infrastructure (PKI) は、実際の実稼働環境でインプリメントします。
鍵ストアはさまざまな方式を使用して生成できます。このトピックのサンプルの鍵
ストアは、keytool、Java コマンド・ライン・ツール、および次のスクリプトを使用
して生成されました。IBM 鍵管理ツールの iKeyman を使用することもできます。
これは、鍵ストアと鍵を管理するためのグラフィカル・ユーザー・インターフェー
ス・ツールです。これは、IBM WebSphere Application Server と一緒に、
install-dir/WebSphere/AppServer/bin/ikeyman.bat にインストールされていま
す。

SSL 暗号化
v クライアント鍵ストア (clientsslkeys.jceks):
– クライアント秘密鍵
v クライアント・トラストストア (clientssltrusts.jceks):
– 公開鍵のみが付いたサーバー自己署名証明書
v サーバー鍵ストア (serversslkeys.jceks):
– サーバー秘密鍵
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v サーバー・トラストストア (serverssltrusts.jceks):
– 公開鍵のみが付いたクライアント自己署名証明書
サンプルの鍵ストアは次の特性も持っています。
表 1. クライアント鍵ストア clientsslkeys.jceks の特性
フィールド

値

ファイル名

C:¥sampleks¥clientsslkeys.jceks

Storepass

password

Storetype

JCEK

Distinguished Name

CN=wasclient, O=IBM, C=US

Keypass

password

Alias

wasclient

表 2. クライアント・トラストストア clientssltrusts.jceks の特性
フィールド

値

ファイル名

C:¥sampleks¥clientssltrusts.jceks

Storepass

password

Storetype

JCEK

Certificate file

wasserver.cert

表 3. サーバー鍵ストア serversslkeys.jceks の特性
フィールド

値

ファイル名

C:¥sampleks¥serversslkeys.jceks

Storepass

password

Storetype

JCEK

Distinguished Name

CN=wasserver, O=IBM, C=US

Keypass

password

Alias

wasserver

表 4. サーバー・トラストストア serverssltrusts.jceks の特性
フィールド

値

ファイル名

C:¥sampleks¥serverssltrusts.jceks

Storepass

password

Storetype

JCEK

Certificate file

wasclient.cert

クライアント鍵ストアの作成
Java keytool を使用して、次のスクリプトでクライアント鍵ストアを生成できま
す。
REM Generate the client key store and private key
keytool -genkey -v -alias wasclient -keypass password -keystore
clientsslkeys.jceks -storepass password -storetype jceks -dname
"CN=wasclient, O=IBM, C=US" -keyalg "RSA"
セキュア・サービスのパブリッシング
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REM Generate the client self-signed certificate
keytool -export -v -alias wasclient -file wasclient.cert -rfc
-keystore
clientsslkeys.jceks -storepass password -storetype jceks

サーバー鍵ストアの作成
Java keytool を使用して、次のスクリプトでサーバー鍵ストアを生成できます。
REM Generate the server key store and private key
keytool -genkey -v -alias wasserver -keypass password -keystore
serversslkeys.jceks -storepass password -storetype jceks -dname
"CN=wasserver, O=IBM, C=US" -keyalg "RSA"
REM Generate the server self-signed certificate
keytool -export -v -alias wasserver -file wasserver.cert -rfc
-keystore
serversslkeys.jceks -storepass password -storetype jceks

クライアント・トラストストアの作成
Java keytool を使用して、次のスクリプトでクライアント・トラストストアを生成
できます。
REM Import the server certificate in the client truststore
keytool -import -v -noprompt -alias wasserver -file wasserver.cert keystore clientssltrusts.jceks -storepass password -storetype jceks

サーバー・トラストストアの作成
Java keytool を使用して、次のスクリプトでサーバー・トラストストアを生成でき
ます。
REM Import the client certificate in the server truststore
keytool -import -v -noprompt -alias wasclient -file wasclient.cert keystore serverssltrusts.jceks -storepass password -storetype jceks

SSL が使用可能のテスト・クライアントの生成
Secure Sockets Layer (SSL) 暗号化の使用によってデータ機密性が使用可能に設定さ
れるサービスのテスト・クライアントを生成します。

始める前に
v サービスの作成
v アセンブリー・ツールの構成 (説明は、 8 ページの『IBM InfoSphere Information
Server のアセンブリー・ツールの構成』を参照)
v セキュアにされていないサービスの使用不可設定 (説明は、 9 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされていないサ
ービスの使用不可設定』を参照)
v サービスのエンタープライズ・アーカイブ (EAR) ファイル作成のための、サービ
スのエクスポート (説明は、 10 ページの『WebSphere Application Server コンソ
ールを使用したサービスのエクスポート』を参照)
v ツールを使用してセキュリティー機能を使用可能にする場合の、サービス EAR
ファイルのアセンブリー・ツールへのインポート (説明は、 11 ページの『セキュ
アにされていないサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツールへのインポー
ト』を参照)
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v サービスへの機密性の追加 (説明は、 26 ページの『SSL 暗号化を使用したデータ
機密性の追加』を参照)
v サービスを含む EAR ファイルのエクスポート (説明は、 32 ページの『セキュア
にされたサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツールからのエクスポート』
を参照)
v サービス EAR ファイルの再デプロイ (説明は、 33 ページの『IBM WebSphere
Application Server コンソールを使用した、セキュアにされたサービスの再デプロ
イ』を参照)
v セキュアにされたサービスの使用可能設定 (説明は、 34 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされたサービス
の使用可能化』を参照)

このタスクについて
このタスクの一部で、IBM WebSphere Application Server を使用して新規 SSL Java
Secure Socket Extension (JSSE) レパートリーを作成します。この新規レパートリー
を作成するには、 40 ページの『サンプルの鍵ストア、鍵、および証明書の生成』か
らのサンプル鍵ストアを使用する必要があります。

手順
1. IBM WebSphere Application Server 管理コンソールにログインします。
2. 「ナビゲーション」ペインで、「セキュリティー」を展開し、「SSL」をクリッ
クします。
3. 「SSL 構成レパートリー」ウィンドウで、「新規 JSSE レパートリー」をクリ
ックします。
4. 「構成」タブで次を行います。
a. レパートリーの別名を入力します。 例えば、「WASClientSSL」です。
b. 「クライアント認証」チェック・ボックスは選択しません。SSL レパートリ
ーは、サーバーとしてではなく SSL クライアントとして作動します。した
がって、認証するクライアントはありません。
c. セキュリティー・レベルは「高」を選択します。
d. オプション: 選択したセキュリティー・レベルに従って SSL を暗号化する
事前定義の暗号をオーバーライドする場合は、「暗号スイート」リストから
暗号を選択します。
e. オプション: 「暗号トークン」チェック・ボックスを選択します。
f. オプション: 事前定義またはカスタム JSSE プロバイダーを選択します。
g. 「SSL」プロトコルを選択します。
h. 鍵ファイルの場所、名前、およびパスワードを入力し、フォーマットを選択
します。サンプル鍵ストアの参照トピックにある鍵ファイルを使用します。
i. トラスト・ファイルの場所、名前、およびパスワードを入力し、フォーマッ
トを選択します。サンプル鍵ストアの参照トピックにあるトラスト・ファイ
ルを使用します。
j. 「OK」をクリックします。
5. 変更を保存して、IBM WebSphere Application Server を再始動します。
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6. IBM Rational Application Developer の「サーバー」タブで、ウィンドウの内側
のどこかを右クリックし、「新規」 > 「サーバー」を選択します。
7. 「新規サーバー」ウィンドウの「新規サーバーの定義」ページで、サーバー・
ホストの名前を入力し、「IBM」 > 「WebSphere V6.1 サーバー」または
「WebSphere V7.0 サーバー」サーバー・タイプとして選択し、サーバー・ラ
ンタイム環境を選択します。IBM InfoSphere Information Server を使用するよう
に IBM Rational Application Developer を構成するタスクに従った場合、正しい
ランタイム環境は「Information Server WAS V6.1」または「Information
Server WAS V7.0」です。
8. 「次へ」をクリックして次のページに進み、プロファイル名および認証情報な
どの情報が正しいことを確認します。
9. 「次へ」をクリックします。
10. 「プロジェクトの追加と削除」ページで、「選択可能なプロジェクト」フィー
ルドからセキュアにされた EAR ファイルを選択し、「追加 >」をクリックし
てそれを構成済みプロジェクトのリストに追加します。
11. 「次へ」をクリックし、「終了」をクリックします。
12. 「サーバー」タブで、作成したサーバーを選択し、「サーバーの起動」アイコ
ンをクリックします。
13. 「ファイル」 > 「新規」 > 「プロジェクト」 > 「動的 Web プロジェクト」
を選択します。
14. 「新規動的 Web プロジェクト」ウィンドウで、プロジェクト名 (例えば、
「MyAppClient」) を入力し、ターゲット・ランタイムとして「Information
Server WAS V6.1」または「Information Server WAS V7.0」を選択します。
「EAR にプロジェクトを追加」を選択し、クライアント・コードを含むことに
なる EAR ファイルのエンタープライズ・アーカイブ (EAR) プロジェクト名
(例えば、「MyAppClient.ear」) を入力します。
15. 「終了」をクリックします。
16. 「ファイル」 > 「新規」 > 「その他」を選択します。
17. 「新規」ウィンドウで、「Web サービス」を展開し、「Web サービス・クラ
イアント」を選択して、「次へ」をクリックします。
18. 「Web サービス・クライアント」ウィンドウの「Web サービス」ページの
「サービス定義」フィールドに、Web サービス記述言語 (WSDL) URL (例え
ば、「http://localhost:9080/wisd/MyApp/MyService?wsdl」) を入力します。
19. 自動化のレベルに「テスト・クライアント」を選択します。
20. 「構成」パネルで、次の設定を確認します。
サーバー
Websphere V6.1 サーバーまたは Websphere V7.0 サーバー
Web サービス・ランタイム
IBM WebSphere JAX-RPC
クライアント・プロジェクト
MyAppClient
クライアント EAR プロジェクト
MyAppClient.ear
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21. 「終了」をクリックします。
22. 「Web サービス・クライアント・テスト」ページで、「Web サービス・サン
プル JSP」テスト機能と、テストするメソッドを選択します。このページの残
りの部分にはデフォルトの設定値を使用し、「終了」をクリックします。
23. IBM Rational Application Developer の「プロジェクト・エクスプローラー」
で、「JSR-109 Web サービス」 > 「クライアント」を展開し、生成されたテ
スト・クライアントをダブルクリックしてデプロイメント記述子を編集しま
す。テスト・クライアントがフォルダーの中になければ、Rational Application
Developer を再始動します。
24. 「Web デプロイメント記述子」ウィンドウで、「WS バインディング」タブを
クリックし、「ポート修飾名バインディング詳細」セクションを展開します。
25. 「HTTP SSL 構成名」フィールドに、クライアント SSL レパートリーの名前
を入力します。 例えば、「name2Node01/WASClientSSL」です。
26. 変更を保存して、テスト・クライアントを再始動します。
27. オプション: テスト・クライアントを使用してサービスをテストするには、表示
される「Web サービス・テスト・クライアント」タブで、方式を選択し、任意
の入力番号を入力して「起動」をクリックします。 「結果」ペインに結果が表
示されます。
28. オプション: アセンブリー・ツールを使用しないでテスト・クライアントを呼び
出すには、Web ブラウザーを使用して、アドレス・フィールドに URL
「https://hostname:WASSSLChannelPort/applicationName/
sampleserviceNamePortTypeProxy/TestClient.jsp」を入力します。
hostname
テスト・クライアントをホストしているサーバーの名前 (例えば、
「localhost」)。
WASSSLChannelPort
SSL 転送チャネルが使用するポート番号 (9443 がデフォルトです)。
applicationName
テスト・クライアントの名前。
serviceName
実行するサービスの名前。

例
IBM WebSphere Application Server を使用することによって、SSL を使用可能に設
定するときの次のエラーを回避します。
v HTTPS ではなく HTTP を使用してセキュアにされた SSL サービスを実行する
と、次の例外が戻されます。
exception: WSWS3499W: Redirected new location:
http://localhost:9080/wisd/MyApp/MyService

v SSL 用に構成されていないテスト・クライアントを使用してセキュアにされた
SSL サービスを実行すると、次の例外が戻されます。
exception: WSWS3713E: Connection to the remote host
localhost failed. Received the following error:
Handshake terminated SSL engine: CLOSED
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v SSL 用に適切に構成されていない (クライアント・トラストストアが適切に構成
されていない) テスト・クライアントを使用してセキュアにされた SSL サービス
を実行すると、次の例外が戻されます。
exception: com.ibm.wsspi.channel.framework.exception
ChannelException:com.ibm.wsspi.channel.framework.exception.
ChannelException: Invalid trust file name of null

SOAP メッセージのトレース
サービスの問題のトラブルシューティングのために、クライアントとサーバーの間
で交換された SOAP メッセージをトレースします。IBM Rational Application
Developer の TCP/IP モニター・ツールを使用して、SOAP メッセージをトレースし
ます。

始める前に
v サービスの作成
v アセンブリー・ツールの構成 (説明は、 8 ページの『IBM InfoSphere Information
Server のアセンブリー・ツールの構成』を参照)
v セキュアにされていないサービスの使用不可設定 (説明は、 9 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされていないサ
ービスの使用不可設定』を参照)
v サービスのエンタープライズ・アーカイブ (EAR) ファイル作成のための、サービ
スのエクスポート (説明は、 10 ページの『WebSphere Application Server コンソ
ールを使用したサービスのエクスポート』を参照)
v ツールを使用してセキュリティー機能を使用可能にする場合の、サービス EAR
ファイルのアセンブリー・ツールへのインポート (説明は、 11 ページの『セキュ
アにされていないサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツールへのインポー
ト』を参照)
v サービスをセキュアにする (説明は、 12 ページの『サービスをセキュアにする』
を参照)
v サービスを含む EAR ファイルのエクスポート (説明は、 32 ページの『セキュア
にされたサービス EAR ファイルのアセンブリー・ツールからのエクスポート』
を参照)
v サービス EAR ファイルの再デプロイ (説明は、 33 ページの『IBM WebSphere
Application Server コンソールを使用した、セキュアにされたサービスの再デプロ
イ』を参照)
v セキュアにされたサービスの使用可能設定 (説明は、 34 ページの『IBM
InfoSphere Information Server コンソールを使用した、セキュアにされたサービス
の使用可能化』を参照)

手順
1. 「ウィンドウ」 > 「ビューの表示」 > 「その他」を選択します。
2. 「ビューの表示」ウィンドウで、「デバッグ」を展開し、「TCP/IP モニター」
を選択して「OK」をクリックします。
3. 「TCP/IP モニター」ウィンドウの中で右クリックし、「プロパティー」を選択
します。
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4. 「追加」をクリックし、「新規モニター」ウィンドウで、次の情報を入力する
か選択します。
a. 使用していないローカル・モニター・ポート番号を入力します。 例えば、
「13557」です。クライアントは、このポートに SOAP 要求を送信します。
b. サーバーを実行するホスト・コンピューターの名前を入力します。 例え
ば、クライアントとサーバーが同じコンピューター上にある場合、ホスト名
は「localhost」です。
c. モニターするポート番号を入力します。これは、TCP/IP モニターが使用可
能でない場合は、クライアントが要求を送信するポートです。 例えば、
IBM WebSphere Application Server の場合のデフォルトのポート番号は
「9080」です。
d. モニターの「HTTP」または「TCP/IP」タイプを選択します。「TCP/IP」
は、完全な HTTP メッセージを表示します。これには、HTTP ヘッダーと
SOAP メッセージが含まれます。「HTTP」は、SOAP メッセージのみを表
示します。
e. 「OK」をクリックします。
5. 表示される TCP/IP モニターの「設定」ウィンドウで、モニターを選択し、
「開始」をクリックしてモニターを開始します。
6. 「プロジェクト・エクスプローラー」で、「JSR-109 Web サービス」 > 「ク
ライアント」を展開し、テスト・クライアントを右クリックして、「開く」を
選択します。
7. 「getEndpoint()」メソッドを選択し、「起動」をクリックします。返されたエ
ンドポイント URL をコピーします。
8. 「setEndpoint()」メソッドを選択し、前に「getEndpoint()」メソッドから返され
たエンドポイント URL を貼り付けます。そして、ポート番号を TCP/IP モニ
ターのポート番号を指すように変更します。「起動」をクリックします。 例え
ば、ホスト名が「localhost」で、ローカル・ポート番号が「13557」であれば、
エンドポイントは「http://localhost:13557/wisd/MyApp/MyService」です。
9. 次のいずれかの方式を使用して、テスト・クライアントでサービスを実行しま
す。
v 「Web サービス・テスト・クライアント」で、サービスの中で定義されたメ
ソッドを選択し、任意の入力番号を入力し、「起動」をクリックします。
v アセンブリー・ツールを使用しないでテスト・クライアントを呼び出すに
は、Web ブラウザーを使用して、アドレス・フィールドに URL
「https://hostname:WASSSLChannelPort/applicationName/
sampleserviceNamePortTypeProxy/TestClient.jsp」を入力します。
hostname
テスト・クライアントをホストしているサーバーの名前 (例えば、
「localhost」)。
WASSSLChannelPort
SSL 転送チャネルが使用するポート番号 (9443 がデフォルトです)。
applicationName
テスト・クライアントの名前。
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serviceName
実行するサービスの名前。
10. サービスを実行した後、「TCP/IP モニター」ウィンドウで HTTP メッセージ
と SOAP メッセージを分析して、サービス内で発生した問題をトラブルシュー
ティングします。

セキュリティー・テクノロジーの比較
要件に合うテクノロジーを選択するために、「提供されるセキュリティーの程度」
と「セットアップの難しさ」の 2 つのパラメーターを使用して、セキュリティー・
テクノロジーを比較できます。
一般的に、公開鍵暗号方式に基づいたテクノロジーのインプリメントは、Public Key
Infrastructure (PKI) をセットアップする必要があり、困難度は増します。これは、ど
のタイプのデジタル署名と暗号化にも当てはまります。しかし、これらのテクノロ
ジーは、たいていの場合、要求されるインフラストラクチャーの作業がこれよりも
少ない他のテクノロジーよりも高いレベルのセキュリティーを提供します。
表 5. 認証方式とセキュリティー・レベル
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認証方式

レベル

提供されるセキ
ュリティーの程
度

HTTP 基本認証

転送

低

低

ユーザー名とパ
スワードは、平
文 (base64) でネ
ットワーク上に
送信されます。
保護されたネッ
トワーク
(HTTPS または
イントラネット)
内でのみ使用し
ます。

HTTP ダイジェ
スト認証 (IBM
WebSphere
Application
Server ではサポ
ートされない)

転送

中

中

ユーザー名とパ
スワードは暗号
化されます。

ユーザー名トー
クン

メッセージ

低

中

ユーザー名とパ
スワードは、平
文でネットワー
ク上に送信され
ます。保護され
たネットワーク
(HTTPS、イント
ラネット、また
は XML 暗号化)
内でのみ使用し
ます。
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セットアップの
難しさ

注釈

表 5. 認証方式とセキュリティー・レベル (続き)

認証方式

レベル

提供されるセキ
ュリティーの程
度

X.509 証明書ト
ークン

メッセージ

高

中

PKI が必要で
す。

Kerberos チケッ
ト・トークン

メッセージ

高

高

Kerberos インフ
ラストラクチャ
ーが必要です。

セットアップの
難しさ

注釈

表 6. 許可方式とセキュリティー・レベル

許可方式

レベル

J2EE 宣言セキュ アプリケーショ
リティー制約
ン

提供されるセキ
ュリティーの程
度

セットアップの
難しさ

中

中

注釈
セキュリティ
ー・インフラス
トラクチャーは
必要ありませ
ん。

J2EE 宣言セキュリティー制約は構成が簡単で (J2EE デプロイメント記述子の変更
のみ必要)、加えて、良好なレベルのアクセス制御が提供されます。これは、多くの
場合、サービスをセキュアにするための開始点になります。
表 7. 機密方式とセキュリティー・レベル

機密方式

レベル

提供されるセキ
ュリティーの程
度

SSL

転送

中

セットアップの
難しさ
中

注釈
PKI が必要で
す。機密性は、
ネットワーク・
ポイントからネ
ットワーク・ポ
イントに提供さ
れます。

SSL および Transport Layer Security (TLS) は、暗号化の上に、セキュアな HTTP
接続のための認証、データ保護、および暗号トークン・サポートなどの追加のセキ
ュリティー機能を提供します。
暗号化は、パフォーマンスに影響を及ぼす計算集中の操作です。また、管理のオー
バーヘッドも増加します。したがって、その適用性を十分検討した上で使用する必
要があります。
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表 8. デジタル保全方式とセキュリティー・レベル

データ保全方式

レベル

XML デジタル署 メッセージ
名

提供されるセキ
ュリティーの程
度

セットアップの
難しさ

高

中

注釈
PKI が必要で
す。

デジタル署名は、パフォーマンスの低下を引き起こす計算集中の操作です。また、
管理のオーバーヘッドも増加します。したがって、その適用性を十分検討した上で
使用する必要があります。

セキュリティー・テクノロジーとバインディング
すべてバインディングにすべてセキュリティー・テクノロジーを使用できるわけで
はありません。
一部のバインディングには、既存のセキュリティー・テクノロジーの完全なリスト
のサブセットのみを使用 (または適用) できます。例えば、Web サービス・セキュ
リティーのどのテクノロジーも、EJB バインディングには適用できません。次の表
に、バインディング別に使用可能なセキュリティー・テクノロジーを要約していま
す。
表 9. セキュリティー・テクノロジーとバインディング
セキュリティ
ー・テクノロ
ジー
EJB
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SOAP Over
HTTP

SOAP Over
JMS

認証

JAAS/EJB

認証

HTTP 基本

使用可能

認証

HTTP ダイジ
ェスト

IBM
WebSphere
Application
Server 6.0 以
降ではサポー
トされない

認証

Web サービ
ス・セキュリ
ティー・ユー
ザー名トーク
ン

使用可能

使用可能

認証

その他の
Web サービ
ス・セキュリ
ティー
(Kerberos、
X509、
LTPA、
SAML)

使用可能

使用可能

許可

J2EE

使用可能

使用可能
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Text Over
JMS

使用可能

使用可能

使用可能

表 9. セキュリティー・テクノロジーとバインディング (続き)
セキュリティ
ー・テクノロ
ジー
EJB
データ機密性

HTTPS と
SSL

使用可能

SOAP Over
HTTP

SOAP Over
JMS

Text Over
JMS

使用可能

使用可能

使用可能
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製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。インストール・プロ
グラムは、次の製品モジュールとコンポーネントをインストールします。
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere QualityStage™
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html をご覧ください。

アクセシビリティー対応資料
インフォメーション・センターには、InfoSphere Information Server 製品のアクセシ
ビリティー対応資料が用意されています。インフォメーション・センターでは、ほ
とんどの Web ブラウザーで表示可能な XHTML 1.0 形式で資料を提供していま
す。XHTML により、使用しているブラウザーに設定されている表示形式で資料を
表示できます。さらに、スクリーン・リーダーやその他の支援技術を使用して、資
料にアクセスすることもできます。

IBM のアクセシビリティー
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントについては、IBM Human
Ability and Accessibility Center を参照してください。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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製品資料
資料は、製品のクライアント・インターフェースから直接開くことができるヘル
プ、スイート全体に渡るインフォメーション・センター、および PDF ファイルの
ブックなど、さまざまな場所および形式で提供されます。
以下の Web で最新情報を入手できます。
www.ibm.com/jp/software/data/ (日本語のサイト)
www.ibm.com//software/data/integration/info_server/ (英語のサイト)
インフォメーション・センターは、IBM InfoSphere Information Server に付属した共
通サービスとしてインストールされます。インフォメーション・センターには、ス
イートのすべての製品モジュールの完全な資料だけでなく、ほとんどの製品インタ
ーフェースのヘルプも含まれています。インフォメーション・センターは、インス
トール済み製品から開くことも、Web ブラウザーから開くこともできます。

インフォメーション・センター
次の方法でインストール済みのインフォメーション・センターを開くことができま
す。
v クライアント・インターフェースで、画面右上の「ヘルプ」リンクをクリックし
ます。
注: IBM InfoSphere FastTrack および IBM InfoSphere Information Server Manager
から、メインのヘルプ項目がローカルのヘルプ・システムを開きます。「ヘル
プ」>「インフォメーション・センターを開く」を選択して、全スイートのインフ
ォメーション・センターを開きます。
v F1 キーを押します。F1 キーを押すと、通常、クライアント・インターフェース
の現行コンテキストを説明するトピックが開きます。
注: F1 キーは、Web クライアントでは機能しません。
v 製品にログインしていないときでも、インストールされたインフォメーション・
センターには Web ブラウザーを使用してアクセスできます。Web ブラウザー
で、アドレス http://host_name:port_number/infocenter/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.home.doc/ic-homepage.html を入力します。
host_name はインフォメーション・センターがインストールされているサービス
層コンピューターの名前で、port_number は InfoSphere Information Server のポー
ト番号です。デフォルトのポート番号は 9080 です。例えば、「iisdocs2」という
名前の Microsoft® Windows® Server コンピューターの場合、Web アドレスの形
式は次のようになります。http://iisdocs2:9080/infocenter/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.nav.doc/dochome/iisinfsrv_home.html
インフォメーション・センターのサブセットも IBM Web サイトの
publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/index.jsp から利用可能で、これは適宜更
新されます。
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PDF およびハードコピー資料の入手
v PDF ファイルのブックは、InfoSphere Information Server ソフトウェア・インスト
ーラーおよび配布メディアを通して利用可能です。PDF ファイル・ブックのサブ
セットもオンラインで www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg27008803
から利用可能で、これは適宜更新されます。
v IBM 資料は、オンラインでダウンロード、または IBM 担当員を通じてご注文い
ただけます。資料をオンラインでダウンロードするには www.ibm.com/shop/
publications/order の IBM Publications Center にアクセスしてください。
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他社の Web サイトへのリンク
このインフォメーション・センターは、IBM 以外の Web サイトおよびリソースへ
のリンクまたは参照を含む場合があります。
IBM は、IBM Web サイトより参照もしくはアクセスできる、または IBM Web サ
イトにリンクされた Lenovo 社の Web サイトを含む IBM 以外の Web サイトもし
くは第三者のリソースに対して一切の責任を負いません。IBM 以外の Web サイト
にリンクが張られていることにより IBM が当該 Web サイトを推奨するものではな
く、またその内容、使用もしくはサイトの所有者について IBM が責任を負うこと
を意味するものではありません。 また、IBM は、お客様が IBM Web サイトから
第三者の存在を知ることになった場合にも (もしくは、IBM Web サイトから第三者
へのリンクを使用した場合にも)、お客様と第三者との間のいかなる取引に対しても
一切責任を負いません。 従って、お客様は、IBM が上記の外部サイトまたはリソ
ースの利用について責任を負うものではなく、また、外部サイトまたはリソースか
らアクセス可能なコンテンツ、サービス、製品、またはその他の資料一切に対して
IBM が責任を負うものではないことを承諾し、同意するものとします。
お客様が IBM 以外の Web サイトにアクセスされた場合、それが IBM ロゴを含ん
でいる場合でも、これらの Web サイトは、IBM から独立して運営されており、
IBM は、当該 Web サイトの内容に関していかなる責任も負わないことをご了承く
ださい。 ウィルス、ワーム、トロイの木馬、およびその他の有害なプログラムに対
する予防措置を講じること、およびお客様がしかるべき措置が必要であると考えた
場合の情報の保護は、お客様の責任で講じていただきます。
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特記事項および商標
本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

特記事項
本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合
があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM
の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービス
に言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能
であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を
侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用す
ることができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの
評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。
IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を
保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実
施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わ
せは、書面にて下記宛先にお送りください。
〒242-8502
神奈川県大和市下鶴間1623番14号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外
以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およ
びその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供
し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべ
ての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によって
は、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を
受けるものとします。
この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的
に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随
時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を
行うことがあります。
本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のた
め記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありませ
ん。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありませ
ん。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。
IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うこと
のない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとしま
す。
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本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプロ
グラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の
相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする
方は、下記に連絡してください。
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.
本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができま
すが、有償の場合もあります。
本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、
IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれ
と同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。
この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定された
ものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。
一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値
が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一
部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があ
ります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要がありま
す。
IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公
に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っ
ておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要
求については確証できません。 IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの
製品の供給者にお願いします。
IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回
される場合があり、単に目標を示しているものです。
本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能
になる前に変更になる場合があります。
本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。よ
り具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品
などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであ
り、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎませ
ん。
著作権使用許諾:
本書には、さまざまなオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手
法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されて
います。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラ
ットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠した
アプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる
形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布するこ
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とができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテス
トを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼
性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできませ
ん。サンプル・プログラムは特定物として現存するまま提供し、法律上の瑕疵担保
責任を含むいかなる保証責任も負いません。IBM は、お客様の当該サンプル・プロ
グラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。
それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的
創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。
© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プロ
グラムから取られています。 © Copyright IBM Corp. _年を入れる_. All rights
reserved.
この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示さ
れない場合があります。

商標
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多くの国で登録された International
Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名は、IBM または
各社の商標です。現時点での IBM の商標リストについては、
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Adobe、Adobe ロゴ、PostScript、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の
米国およびその他の国における登録商標または商標です。
IT Infrastructure Library は英国 Office of Government Commerce の一部である the
Central Computer and Telecommunications Agency の登録商標です。
インテル、Intel、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Centrino、Intel
Centrino ロゴ、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、Pentium は、Intel
Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標で
す。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。
Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における商標です。
ITIL は英国 Office of Government Commerce の登録商標および共同体登録商標であ
って、米国特許商標庁にて登録されています。
UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。
Cell Broadband Engine, Cell/B.E は、米国およびその他の国における Sony Computer
Entertainment, Inc. の商標であり、同社の許諾を受けて使用しています。
Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国お
よびその他の国における商標または登録商標です。
特記事項および商標
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IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。また、製品についてのフィードバックを行うこ
とができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 10. IBM リソース
リソース

説明と場所

IBM サポート・ポータル

サポート情報は、www.ibm.com/support/entry/
portal/Software/Information_Management/
InfoSphere_Information_Server で、製品と関心
のあるトピックを選択してカスタマイズでき
ます。

ソフトウェア・サービス

ソフトウェア、IT、およびビジネス・コンサ
ルティング・サービスについての情報は、
「ソリューション」サイト
www.ibm.com/businesssolutions/jp/ja にアクセ
スしてください。

My IBM

www.ibm.com/account/jp/ja/ の「My IBM」サ
イトでアカウントを作成し、特定のテクニカ
ル・サポートのニーズに合うように、IBM
Web サイトおよび情報へのリンクを管理でき
ます。

研修と認定

個人、法人、および公共団体向けに、IT 技
術の習得、維持、最適化を目的としてデザイ
ンされた技術研修およびサービスについて
は、http://www.ibm.com/software/sw-training/
にアクセスしてください。

IBM 担当員

ソリューションについて IBM 担当員と連絡
を取るには、www.ibm.com/connect/ibm/us/en/
にアクセスしてください。

フィードバックの提供
次の表は、製品についてのフィードバックを行う方法を示しています。
表 11. IBM へのフィードバックの提供
フィードバックの種類

操作

製品のフィードバック

www.ibm.com/software/data/info/consumabilitysurvey の「Consumability Survey」を通して、
全般的な製品のフィードバックを行うことが
できます。
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索引
日本語, 数字, 英字, 特殊文字の
順に配列されています。なお, 濁
音と半濁音は清音と同等に扱われ
ています。

［サ行］

(続き)

サーバー鍵ストア

WebSphere Application Server コンソー
ル 33

作成 40
サーバー・トラストストア
作成

セキュアにされたサービスの使用可能化

40

説明

サービス

［ア行］
構成 8
セキュアにされたサービス EAR ファ
32

セキュアにされていないサービス EAR
ファイルのインポート 11
セキュリティーの追加 6
アセンブリー・ツールの追加
説明 8
InfoSphere Information Server コンソー
ル 8
アセンブリー・ツールを使用した追加
HTTP 基本認証 25
J2EE セキュリティー制約 15
アセンブリー・ツールを使用しない追加
HTTP 基本認証 19
J2EE セキュリティー制約
暗号化
サンプルの鍵ストアを生成
暗号化のテスト
サンプルの鍵ストアを生成
お客様サポート 63

12
40
40

［カ行］
概要
バインディング構造 6
許可 50
追加 12
許可の追加
説明 12
J2EE セキュリティー制約 12
許可方式
説明 15
クライアント鍵ストア
作成 40
クライアント・トラストストア
作成 40
構成
SSL 暗号化 27
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使用可能化

セキュアにされていないサービス

34

セキュアにする 12
テスト・クライアントの生成

使用不可 10
セキュアにされていないサービス EAR フ
35, 37,

42
サービスのエクスポート
説明 10
WebSphere Application Server コンソー
ル

10

サービスをセキュアにする
サポート
お客様 63

34

InfoSphere Information Server コンソー
ル 34

エクスポート 10
再デプロイ 33

アセンブリー・ツール

イルのエクスポート

セキュアにされたサービスの再デプロイ

12

サンプルの鍵ストアを生成
暗号化のテスト 40
説明 40
使用可能に設定される SSL 暗号化
テスト・クライアントの生成 42
使用可能に設定されるサービス認証
テスト・クライアントの生成 37
使用不可に設定されるサービス・セキュリ
ティー
テスト・クライアントの生成 35
署名付きセキュリティー・トークン
追加 18
署名付きセキュリティー・トークンの追加
説明 18
Web サービス・エディター 18
署名なしセキュリティー・トークン
追加 16, 17
署名なしセキュリティー・トークンの追加
説明 16, 17
Web サービス・エディター 17
WS-Security ウィザード 16
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 53
セキュアにされたサービス EAR ファイル
エクスポート 32
セキュアにされたサービス EAR ファイル
のエクスポート
アセンブリー・ツール 32
説明 32
セキュアにされたサービスの再デプロイ
説明 33

ァイル
インポート 11
セキュアにされていないサービス EAR フ
ァイルのインポート
アセンブリー・ツール

11

説明 11
セキュアにされていないサービスの使用不
可設定
説明 10
前提条件 10
InfoSphere Information Server コンソー
ル 10
セキュア・サービス
許可の追加 12
署名付きセキュリティー・トークンの
追加 18
署名なしセキュリティー・トークンの
追加 16, 17
セキュリティー・テクノロジーとバイ
ンディング 50
セキュリティー・テクノロジーの比較
48
前提条件 1
データ機密性の追加 26
データ保全性の追加 28
認証の追加 15
パブリッシング 1
HTTP 認証の追加 19, 25
J2EE 制約の追加 12, 15
SOAP メッセージのトレース 46
SSL 暗号化の構成 27
XML デジタル署名の追加 28
セキュア・サービスのパブリッシング
説明 1
前提条件 1
InfoSphere Information Services
Director 1
セキュリティー
追加 3, 6
Web サービス 2
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セキュリティーの追加
アセンブリー・ツール
説明 3, 6

6

InfoSphere Information Server コンソー
ル

3

［ハ行］

J2EE 制約

バインディング

J2EE 制約の追加
説明 12, 15

セキュリティー・テクノロジー
バインディング構造

48

セキュリティー・テクノロジーとバインデ
ィング
説明

50

SOAP Over HTTP
SOAP Over JMS
パブリッシング

7

15
アセンブリー・ツールを使用しない追

6

セキュア・サービス

加
1

50

［ヤ行］

前提条件

ユーザー名トークン認証

1
ソフトウェア・サービス

追加 4
ユーザー名トークン認証の追加
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InfoSphere Information Server コンソー
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［タ行］
H

データ機密性
追加 26

HTTP 基本認証 2, 48, 50
アセンブリー・ツールを使用した追加

データ機密性の追加
説明 26

25
アセンブリー・ツールを使用しない追

SSL 暗号化
データ保全性
追加 28

加 19
追加 4, 19, 25

26

XML 署名の追加 28
データ保全性の追加 28
説明 28
テスト・クライアントの生成
使用可能に設定される SSL 暗号化
42
使用可能に設定されるサービス認証
37
使用不可に設定されるサービス・セキ
ュリティー 35
説明 35, 37, 42
特記事項 59
トレース
SOAP メッセージ 46
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認証
追加 15
認証の追加
方式 15
認証方式 48, 50

HTTP 基本認証の追加
説明 4, 19, 25
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ル 4
HTTP バインディング
構造 7
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