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You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: jboss

It is an unofficial and free jboss ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official jboss.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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1: jbossをいめる
このセクションでは、jbossのとがなぜそれをいたいのかをします。

また、jbossのきなテーマについてもし、するトピックにリンクするがあります。 jbossのドキュ
メンテーションはしいものなので、それらのトピックのバージョンをするがあります。

Examples

インストールまたはセットアップ

jbossをセットアップまたはインストールするためのしい。

Mac OS Xでのインストール

Jboss ASをスタンドアロンでインストールしてするには、にするプロセスにいますすでにJava 7

とJDKがMacにインストールされていることをとします。

ここからjbossアプリケーションサーバーをダウンロードしてください 。1. 

パッケージをしてフォルダをする2. 

bash_profileをのようにします。

open -a TextEdit ~/.bash_profile

3. 

bash_profileにのをします

export JBOSS_HOME=/Users/$USER/Desktop/Servers/jboss-as-7.1.1.Final 
JAVA_HOME=`/usr/libexec/java_home -v 1.7`

4. 

その、jbossのインストールディレクトリにし、 cdしてbinディレクトリにします。5. 

binディレクトリ

./standalone.sh

6. 

これはスタンドアロンのアプリケーションサーバーとしてjbossをするはずです。あなたのページ
はhttp// localhost8080 /

このインストールプロセスはJava 8ではしません

オンラインでjbossをいめるをむ https://riptutorial.com/ja/jboss/topic/3448/jbossをいめる
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2: JBoss AS 7のMySQLデータベースへの

Examples

JBoss AS 7のためのMySQLの

は、JBoss AS 7でmysqlデータソースをするためになです。

ここからMySQL jdbc zipファイルをダウンロードしてください 1. 

/jboss-as-7.1.1.Final/modules/comにディレクトリmysqlをする2. 

そのには、のようなディレクトリがされます。3. 

/jboss-as-7.1.1.Final/modules/com/mysql/main

メインコピーので、のでダウンロードしたmysqlコネクタからのjarをりけます。4. 

mysql-connector-java-5.1.XX-bin.jar

じフォルダにmodule.xmlをし、そのにをします5. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<module xmlns="urn:jboss:module:1.1" name="com.mysql"> 
    <resources> 
       <resource-root path="mysql-connector-java-5.1.30-bin.jar"/> 
       <!-- Insert resources here --> 
    </resources> 
    <dependencies> 
       <module name="javax.api"/> 
    </dependencies> 
</module>

binディレクトリのstandalone.xmlに、のをします。6. 

<driver name="mysql" module="com.mysql"> 
    <driver-class>com.mysql.jdbc.Driver</driver-class> 
</driver>

すぐjbossをし、コンソールをきます。7. 

コンソールでしいデータソースを/し、なをします。あなたはあなたがむのをれることがで
きます。にjndiをすることをれないでください

8. 

 java:/mysql

に、をにします。9. 
これで、をすることができます。のをしくしていれば、すべてのがしているはずです。10. 
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あなたはのをすこのビデオをることができます。

オンラインでJBoss AS 7のMySQLデータベースへのをむ 

https://riptutorial.com/ja/jboss/topic/6853/jboss-as-7のmysqlデータベースへの
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