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概要概要

本ガイドでは、Camel Kafka Connector を紹介し、OpenShift で AMQ Streams および Kafka
Connect をインストールする方法と、Camel Kafka コネクターの例を使用する方法を説明します。
本ガイドでは、本リリースで設定可能な Camel Kafka コネクターについても説明します。
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第1章 CAMEL KAFKA コネクターの概要
本章では、Camel Kafka Connector によって提供される機能、概念、およびディストリビューションを
紹介します。

「Camel Kafka Connector の概要」

「Camel Kafka Connector の機能」

「Camel Kafka Connector アーキテクチャー」

「Camel Kafka Connector ディストリビューション」

重要重要

Camel Kafka Connecor はテクノロジープレビューの機能です。テクノロジープレビュー
機能は、Red Hat の本番環境のサービスレベルアグリーメント (SLA) ではサポートされ
ず、機能的に完全ではないことがあるため、Red Hat は本番環境での使用は推奨しませ
ん。Red Hat は実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。

これらの機能は、近々発表予定の製品機能をリリースに先駆けてご提供することによ
り、お客様は機能性をテストし、開発プロセス中にフィードバックをお寄せいただくこ
とができます。Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲に関する詳細
は、https://access.redhat.com/ja/support/offerings/techpreview を参照してください。

1.1. CAMEL KAFKA CONNECTOR の概要

Apache Camel は、標準のエンタープライズ統合パターン (EIP) をベースとした、さまざまなシステム
を接続するための非常に柔軟なオープンソースの統合フレームワークです。Apache Kafka Connect
は、イベント駆動型アーキテクチャー向けに特別に設計された、外部システムに接続するための Kafka
ネイティブなアプローチです。

Camel Kafka Connector を使用すると、標準の Camel コンポーネントを Kafka Connect コネクターと
して使用できます。これにより、可能なインテグレーションの範囲が、Kafka Connect コネクターのみ
によってサポートされる外部システム以外にも拡大されます。Camel Kafka Connector は、Kafka ベー
スの AMQ Streams on OpenShift で一般的な Camel コンポーネントのエコシステムを利用できるよう
にするアダプターとして機能します。

Camel Kafka Connector を使用すると、Kafka Connect フレームワークで Camel コンポーネントを直接
設定するのがより簡単になります。Camel Kafka Connector を使用すると、Camel Kafka シンクまたは
ソースコネクターを接続元または接続先とすることで、Camel コンポーネントを利用して異なるシステ
ムとの統合を行うことができます。コードを作成する必要はありません。また、適切なコネクター JAR
を Kafka Connect イメージに含めることができ、カスタムリソースを使用してコネクターオプションを
設定できます。

Camel Kafka Connector は、Apache Camel オープンソースコミュニティーのサブプロジェクトである
Apache Camel Kafka Connector 上に構築されます。Camel Kafka Connector は AMQ Streams および
Kafka Connect に完全に統合され、OpenShift Container Platform と Red Hat Enterprise Linux の両方で
利用できます。

OpenShift 上のクラウドネイティブインテグレーションでは、Red Hat Integration - Camel K ディスト
リビューションにて Camel Kafka Connector を利用できます。Camel K は、OpenShift のクラウドでネ
イティブで実行される Apache Camel K からビルドされる軽量のインテグレーションフレームワークで
す。Camel K は、サーバーレスおよびマイクロサービスアーキテクチャー向けに特別に設計されていま
す。

第第1章章 CAMEL KAFKA コネクターの概要コネクターの概要
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その他のリソースその他のリソース

Apache Camel Kafka Connector  の GitHub プロジェクト

Apache Camel Kafka Connector  の Web サイト

OpenShift での Camel K インテグレーションのデプロイ

1.2. CAMEL KAFKA CONNECTOR の機能

テクノロジーリビューの Camel Kafka Connector には、以下の主要機能が含まれています。

1.2.1. プラットフォームおよびコンポーネント

OpenShift Container Platform 4.5 または 4.6

Red Hat Enterprise Linux 7.x または 8.x

AMQ Streams 1.5

Kafka Connect 2.5

Camel 3.5

OpenJDK 8 または 11

1.2.2. テクノロジープレビューの機能

一部の Camel Kafka コネクター

シンクおよびソースコネクターの Camel データフォーマットのマーシャリング/アンマーシャ
リング

シンクコネクターの集約

コネクターを拡張するための Maven archetype

1.2.3. Camel Kafka コネクター

表表1.1 テクノロジープレビューのテクノロジープレビューの Camel Kafka コネクターコネクター

コネクターコネクター シンクシンク/ソースソース

Amazon Web Services (AWS2) Kinesis シンクおよびソース

Amazon Web Services (AWS2) S3 シンクおよびソース

Amazon Web Services (AWS2) SNS シンクのみ

Amazon Web Services (AWS2) SQS シンクおよびソース

Cassandra Query Language (CQL) シンクおよびソース

Red Hat Integration 2020-Q4 Camel Kafka Connector のスタートガイドのスタートガイド
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Elasticsearch シンクのみ

File シンクのみ

Hadoop Distributed File System (HDFS) シンクのみ

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) シンクのみ

Java Database Connectivity (JDBC) シンクのみ

Java Message Service (JMS) シンクおよびソース

MongoDB シンクおよびソース

Salesforce ソースのみ

Slack ソースのみ

Syslog ソースのみ

Timer ソースのみ

コネクターコネクター シンクシンク/ソースソース

1.2.4. Camel データフォーマット

テクノロジープレビューの Camel Kafka Connector には、Camel データフォーマットのマーシャリング
およびアンマーシャリングが含まれています。たとえば、これらのフォーマットには Apache Avro、
Base64、Google Protobuf、JSON、SOAP、Zip ファイルなどが含まれます。Camel Kafka Connector
の設定でプロパティーを使用すると、Camel データフォーマットのマーシャリングおよびアンマーシャ
リングを設定できます。

1.3. CAMEL KAFKA CONNECTOR アーキテクチャー

AMQ Streams は、パブリッシュ/サブスクライブメッセージングブローカーが含まれる Apache Kafka
をベースとした分散型でスケーラブルなストリーミングプラットフォームです。Kafka Connect は、
Kafka ベースのシステムを外部システムと統合するフレームワークを提供します。Kafka Connect を使
用すると、外部システムと Kafka ブローカーとの間で双方向にデータをストリーミングするように ソーソー
スス および シンクシンク コネクターを設定できます。

Camel Kafka Connector は Camel コンポーネントの柔軟性を再利用し、AMQ Streams をデータのスト
リーミング元またはストリーミング先とするために使用できるソースおよびシンクコネクターとして
Kafka Connect で利用できるようにします。たとえば、AWS S3 ソースコネクターを使用して、処理の
ために Amazon Web Services からデータを取得したり、Elasticsearch シンクコネクターを使用して、
分析のために Kafka に保存されたイベントを Elasticsearch インスタンスに集約したりできます。

以下の図は、AMQ Streams をベースとした Camel Kafka Connector のクラウドネイティブインテグ
レーションアーキテクチャーの簡単なビューを示しています。

図図1.1 Camel Kafka Connector アーキテクチャーアーキテクチャー

第第1章章 CAMEL KAFKA コネクターの概要コネクターの概要
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図図1.1 Camel Kafka Connector アーキテクチャーアーキテクチャー

External system
(source)

Kafka Connect

Kafka Connect の概念の概念

ソースコネクターソースコネクター

ソースコネクターはコンシューマーのように動作し、外部システムから Kafka トピックにデータを
プルして、ストリーム処理にデータを利用できるようにします。たとえば、これらの外部ソースシ
ステムには Amazon Web Services または Java Message Service が含まれます。

シンクコネクターシンクコネクター

シンクコネクターはプロデューサーと同様に動作し、オフライン分析のために Kafka トピックから
外部システムにデータをプッシュします。たとえば、これらの外部シンクシステムには
Cassandra、Syslog、または Elasticsearch が含まれます。

シンクシンク/ソースタスクソースタスク

タスクは通常、シンクまたはソースコネクターによって作成され、データの処理を担当します。

キーキー/値コンバーター値コンバーター

キー/値コンバーターは、Kafka メッセージのキーまたは値をさまざまな形式でシリアライズ/デシリ
アライズできます。

トランスフォーマートランスフォーマー

トランスフォーマーは、フィールドの名前変更や値を基にしたトピックへのルーティングなど、
Kafka メッセージの内容を操作できます。

アグリゲーターアグリゲーター

シンクコネクターはアグリゲーターを使用して、レコードを外部システムに送信する前にバッチ処
理を行うことができます。

Camel Kafka Connector の設定の設定
Camel Kafka Connector 設定を使用して以下を指定できます。

Kafka Connect 設定オプション

Camel ルート定義

Camel 設定オプション

関連情報関連情報

Apache Kafka Connect のユーザードキュメント

1.4. CAMEL KAFKA CONNECTOR ディストリビューション

Camel Kafka Connector ディストリビューションは、Red Hat Integration - Camel K とバンドルされて

Red Hat Integration 2020-Q4 Camel Kafka Connector のスタートガイドのスタートガイド
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Camel Kafka Connector ディストリビューションは、Red Hat Integration - Camel K とバンドルされて
います。

表表1.2 Camel Kafka Connector の利用可能なディストリビューションの利用可能なディストリビューション

ディストリビューションディストリビューション 説明説明 場所場所

Maven リポジトリー Camel Kafka Connector の Maven
アーティファクト

Software Downloads > Red Hat
Integration

ソースコード Camel Kafka Connector のソース
コード

Software Downloads > Red Hat
Integration

デモンストレーションサンプル Camel Kafka Connector サンプル
および Debezium コミュニティー
サンプル

Camel Kafka Connector
のサンプル

Debezium PostgreSQL
コネクター (Debezium
コミュニティー)

注記注記

Red Hat Integration - Camel K で利用可能な Camel Kafka Connector ディストリビュー
ションにアクセスするには、Red Hat Integration のサブスクリプションが必要で、Red
Hat カスタマーポータルにログインする必要があります。

第第1章章 CAMEL KAFKA コネクターの概要コネクターの概要
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第2章 AMQ STREAMS ON OPENSHIFT での CAMEL KAFKA
CONNECTOR のデプロイ

本章では、Camel Kafka Connector を AMQ Streams on OpenShift にインストールする方法と、サンプ
ルコネクターを使用する方法について説明します。

「registry.redhat.io での認証設定」

「OpenShift での AMQ Streams および Kafka Connect S2I のインストール」

「OpenShift での Kafka Connect S2I を使用した Camel Kafka コネクターのデプロイ」

2.1. REGISTRY.REDHAT.IO での認証設定

AMQ Streams および Kafka Connect Source-2-Image(S2I)を使用して OpenShift に Camel Kafka
Connector をデプロイする前に、registry.redhat.io コンテナーレジストリーで認証を設定する必要が
あります。

前提条件前提条件

クラスター管理者として OpenShift Container Platform クラスターにアクセスできる必要があ
ります。

OpenShift oc クライアントツールがインストールされている必要があります。詳細
は、OpenShift CLI のドキュメント を参照してください。

手順手順

1. 以下の例のように、管理者で OpenShift クラスターにログインします。

$ oc login --user system:admin --token=my-token --server=https://my-
cluster.example.com:6443

2. Camel Kafka Connector をデプロイするプロジェクトを開きます。以下に例を示します。

$ oc project myproject

3. Red Hat カスタマーポータルアカウントを使用して docker-registry シークレットを作成しま
す。PULL_SECRET_NAME は作成するシークレットの名前に置き換えてください。

$ oc create secret docker-registry PULL_SECRET_NAME \
  --docker-server=registry.redhat.io \
  --docker-username=CUSTOMER_PORTAL_USERNAME \
  --docker-password=CUSTOMER_PORTAL_PASSWORD \
  --docker-email=EMAIL_ADDRESS

以下の出力が表示されるはずです。

secret/PULL_SECRET_NAME created

重要重要
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重要重要

このプルシークレットは、イメージストリームが含まれ、registry.redhat.io を
使用するすべての OpenShift プロジェクト namespace に作成する必要がありま
す。

4. シークレットをサービスアカウントにリンクして、シークレットをイメージをプルするために
使用します。以下は、default サービスアカウントを使用する例になります。

$ oc secrets link default PULL_SECRET_NAME --for=pull

サービスアカウント名は、サービスアカウント Pod が使用する名前と一致する必要がありま
す。

5. シークレットを、Kafka Connect S2I を使用する予定の namespace の builder サービスアカウ
ントにリンクします。

$ oc secrets link builder PULL_SECRET_NAME

注記注記

Red Hat アカウントのユーザー名とパスワードを使用してプルシークレットを作
成したくない場合は、レジストリーサービスアカウントを使用して認証トークン
を作成する必要があります。

関連情報関連情報

Red Hat レジストリー認証

Red Hat Registry サービスアカウント

2.2. OPENSHIFT での AMQ STREAMS および KAFKA CONNECT S2I のイ
ンストール

Camel Kafka Connector をインストールするには、AMQ Streams および S2I (Source-2-Image) のある
Kafka Connect が必要です。AMQ Streams がインストールされていない場合は、OperatorHub から
OpenShift クラスターに AMQ Streams Operator をインストールできます。OperatorHub は OpenShift
Container Platform Web コンソールから使用でき、クラスター管理者が Operator を検出およびインス
トールするためのインターフェースを提供します。詳細は、OpenShift のドキュメント を参照してくだ
さい。

前提条件前提条件

クラスター管理者として OpenShift Container Platform クラスターにアクセスできる必要があ
ります。

「registry.redhat.io での認証設定」 の手順に従って、registry.redhat.io で認証する必要があり
ます。

AMQ Streams および Kafka Connect S2I のインストールに関する詳細は、「AMQ Streams on
OpenShift の使用 」を参照してください。ここでは、OpenShift OperatorHub を使用したイン
ストールの簡単なデフォルトの例を示します。
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手順手順

1. OpenShift Container Platform Web コンソールで、クラスター管理者権限を持つアカウントを
使用してログインします。

2. ツールバーの Project ドロップダウンメニューからプロジェクトを選択します（例： 
myproject ）。これは、registry.redhat.io で認証されたプロジェクトである必要があります。

3. 左側のナビゲーションメニューで、Operators > OperatorHub とクリックします。

4. Filter by keyword テキストボックスに AMQ を入力し、Red Hat Integration - AMQ Streams
Operator を見つけます。

5. Operator に関する情報を読み、Install をクリックして Operator サブスクリプションページを
表示します。

6. サブスクリプション設定を選択します。以下に例を示します。

Update Channel > stable

Installation Mode > A specific namespace on the cluster > myproject

Approval Strategy > Automatic

注記注記

これら設定は、環境の特定の要件によって異なります。詳細は、OpenShift
ドキュメントの「Operator のクラスターへの追加」を参照してください。

7. Install をクリックし、Operator が使用できるようになるまでしばらく待ちます。

8. 新しい Kafka ブローカークラスターを作成します。

a. Red Hat Integration - AMQ Streams > Provided APIs > Kafka で Create Instance をク
リックし、新しい Kafka ブローカークラスターを作成します。

b. 適切にカスタムリソース定義を編集し、Create をクリックします。

重要重要

デフォルトの例では、3 つの Zookeeper ノード、3 つの Kafka ノード、一時一時
ストレージを持つ 3 つの Kafka クラスターが作成されます。この一時スト
レージは開発およびテストにのみ適しており、実稼働環境には適していませ
ん。詳細は、『 Using AMQ Streams on OpenShift  』を参照してください。

9. 新しい Kafka Connect S2I クラスターを作成します。

a. Red Hat Integration - AMQ Streams > Provided APIs > Kafka Connect S2I で Create
Instance をクリックし、OpenShift S2I サポートのある新しい Kafka Connect クラスター
を作成します。

b. 適切にカスタムリソース定義を編集し、Create をクリックします。S2I で Kafka Connect
を使用する方法の詳細は、『 Using AMQ Streams on OpenShift  』を参照してください。

10. Workloads > Pods と選択し、デプロイされたリソースが OpenShift 上で実行されていること
を確認します。
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その他のリソースその他のリソース

OpenShift ドキュメントの「Operator のクラスターへの追加」

2.3. OPENSHIFT での KAFKA CONNECT S2I を使用した CAMEL KAFKA
コネクターのデプロイ

ここでは、AMQ Streams で Kafka Connect S2I (Source-2-Image) を使用して、Camel Kafka コネク
ターを既存の Docker ベースの Kafka Connect イメージに追加し、新しいイメージをビルドする方法を
説明します。AWS2 S3 Camel Kafka コネクターのサンプルを使用して Camel Kafka コネクタープラグ
インのインスタンスを作成する方法も紹介します。

前提条件前提条件

クラスター管理者として OpenShift Container Platform クラスターにアクセスできる必要があ
ります。

OpenShift クラスターに S2I サポートのある AMQ Streams および Kafka Connect がインス
トールされている必要があります。詳細は 「OpenShift での AMQ Streams および Kafka
Connect S2I のインストール」 を参照してください。

Software Downloads > Red Hat Integration から Camel Kafka Connector がダウンロードされて
いる必要があります。

Amazon S3 バケットへのアクセス。

手順手順

1. 以下の例のように、管理者で OpenShift クラスターにログインします。

2. Kafka Connect S2I がインストールされているプロジェクトに切り替えます。

3. ダウンロードした Camel Kafka コネクターを既存の Kafka Connect Docker イメージビルドに追
加し、新しいイメージビルドが新しいコネクターで設定するのを待ちます。以下に例を示しま
す。

$ oc login --user system:admin --token=my-token --server=https://my-
cluster.example.com:6443

$ oc project myproject

$ oc start-build my-connect-cluster-connect --from-dir=./camel-kafka-connector/connectors/ --
follow
Uploading directory "camel-kafka-connector/connectors" as binary input for the build ...
...
Uploading finished
build.build.openshift.io/my-connect-cluster-connect-2 started
Receiving source from STDIN as archive ...
Caching blobs under "/var/cache/blobs".
Getting image source signatures
...
Writing manifest to image destination
Storing signatures
Generating dockerfile with builder image image-registry.openshift-image-
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4. 以下のように、Camel Kafka Connector が Kafka Connect クラスターで利用できることを確認
します。

以下のような出力が表示されます。

registry.svc:5000/myproject/my-connect-cluster-connect-
source@sha256:12d5ed92510941f1569faa449665e9fc6ea544e67b7ae189ec6b8df434e121f
4
STEP 1: FROM image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/myproject/my-connect-
cluster-connect-
source@sha256:12d5ed92510941f1569faa449665e9fc6ea544e67b7ae189ec6b8df434e121f
4
STEP 2: LABEL "io.openshift.build.image"="image-registry.openshift-image-
registry.svc:5000/myproject/my-connect-cluster-connect-
source@sha256:12d5ed92510941f1569faa449665e9fc6ea544e67b7ae189ec6b8df434e121f4"
"io.openshift.build.source-location"="/tmp/build/inputs"
STEP 3: ENV OPENSHIFT_BUILD_NAME="my-connect-cluster-connect-2"     
OPENSHIFT_BUILD_NAMESPACE="myproject"
STEP 4: USER root
STEP 5: COPY upload/src /tmp/src
STEP 6: RUN chown -R 1001:0 /tmp/src
STEP 7: USER 1001
STEP 8: RUN /opt/kafka/s2i/assemble
Assembling plugins into custom plugin directory /tmp/kafka-plugins
Moving plugins to /tmp/kafka-plugins
STEP 9: CMD /opt/kafka/s2i/run
STEP 10: COMMIT temp.builder.openshift.io/myproject/my-connect-cluster-connect-
2:d0873588
Getting image source signatures
...
Writing manifest to image destination
Storing signatures
...
Pushing image image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/myproject/my-connect-
cluster-connect:latest ...
Getting image source signatures
...
Writing manifest to image destination
Storing signatures
Successfully pushed image-registry.openshift-image-registry.svc:5000/myproject/my-
connect-cluster-
connect@sha256:9db57d33df6d0494ea6ee6e4696fcaf79eb81aabeb0bbc180dec5324d33e7ed
a
Push successful

$ oc exec -i `oc get pods --field-selector status.phase=Running -l strimzi.io/name=my-
connect-cluster-connect -o=jsonpath='{.items[0].metadata.name}'̀  -- curl -s http://my-
connect-cluster-connect-api:8083/connector-plugins

[{"class":"org.apache.kafka.connect.file.FileStreamSinkConnector","type":"sink","version":"2.5
.0.redhat-00003"},
{"class":"org.apache.kafka.connect.file.FileStreamSourceConnector","type":"source","version"
:"2.5.0.redhat-00003"},
{"class":"org.apache.kafka.connect.mirror.MirrorCheckpointConnector","type":"source","versi
on":"1"},
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5. 以下のアノテーションを使用して、特定のカスタムリソースを使用した Camel Kafka コネク
ターをインスタンス化を有効にします。

重要重要

use-connector-resources オプションが有効になっている場合は、Kafka
Connect API サーバーを使用しないでください。Kafka Connect Operator は変
更をすべて元に戻します。

6. コネクター設定が含まれる特定のカスタムリソースを作成して、コネクターインスタンスを作
成します。以下の例は、AWS2 S3 コネクタープラグインの設定を示しています。

7. 以下のコマンド例を使用して、コネクターの状態を確認します。

8. AWS コンソールに接続し、ファイルを camel-kafka-connector AWS S3 バケットにアップ
ロードし、Camel Kafka ルートをアクティベートします。

9. 以下のように、Kafka コンソールコンシューマーを実行し、トピックから受信したメッセージ
を確認できます。

{"class":"org.apache.kafka.connect.mirror.MirrorHeartbeatConnector","type":"source","version
":"1"},
{"class":"org.apache.kafka.connect.mirror.MirrorSourceConnector","type":"source","version":"
1"}]

$ oc annotate kafkaconnects2is my-connect-cluster strimzi.io/use-connector-resources=true
kafkaconnects2i.kafka.strimzi.io/my-connect-cluster annotated

$ oc apply -f - << EOF
apiVersion: kafka.strimzi.io/v1alpha1
kind: KafkaConnector
metadata:
  name: s3-source-connector
  namespace: myproject
  labels:
    strimzi.io/cluster: my-connect-cluster
spec:
  class: org.apache.camel.kafkaconnector.aws2s3.CamelAws2s3SourceConnector
  tasksMax: 1
  config:
    key.converter: org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
    value.converter: org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
    topics: s3-topic
    camel.source.path.bucketNameOrArn: camel-kafka-connector
    camel.source.maxPollDuration: 10000
    camel.component.aws2-s3.accessKey: xxxx
    camel.component.aws2-s3.secretKey: yyyy
    camel.component.aws2-s3.region: region
EOF
kafkaconnector.kafka.strimzi.io/s3-source-connector created

$ oc exec -i `oc get pods --field-selector status.phase=Running -l strimzi.io/name=my-
connect-cluster-connect -o=jsonpath='{.items[0].metadata.name}'̀  -- curl -s http://my-
connect-cluster-connect-api:8083/connectors/s3-source-connector/status
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関連情報関連情報

OpenShift での Apache Camel Kafka Connector のインストールの手順

AMQ Streams on OpenShift の使用

oc exec -i -c kafka my-cluster-kafka-0 -- bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server 
localhost:9092 --topic s3-topic --from-beginning
CONTENTS_OF_FILE
CONTENTS_OF_FILE
...
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第3章 CAMEL KAFKA CONNECTOR 開発者サンプルのデプロイ
Camel Kafka Connector は、https://github.com/jboss-fuse/camel-kafka-connector-examples から利
用できる選択したコネクターのデモサンプルを提供します。本章では、Camel Kafka Connector インス
トールプラットフォームを基にして、これらのサンプルをデプロイする方法を説明します。

「OpenShift での Camel Kafka Connector サンプルのデプロイ」

「RHEL での Camel Kafka Connector サンプルのデプロイ」

3.1. OPENSHIFT での CAMEL KAFKA CONNECTOR サンプルのデプロイ

ここでは、選択したコネクターの Camel Kafka Connector デモンストレーションサンプルを OpenShift
にデプロイする方法を説明します。

前提条件前提条件

従う Procedure (手順) の各 readme を下方向にスクロールして、OpenShift - What is needed
セクションを確認します。

手順手順

1. 以下のいずれかのサンプルの GitHub readme に移動します。

AWS2 S3 コネクター (MinIO ソースを除く)

AWS2 SNS シンクコネクター

AWS2 SQS コネクター

2. 選択したサンプルの readme の OpenShift セクションまで下方向にスクロールします。

3. readme に記載されている手順に従い、サンプルを実行します。

その他のリソースその他のリソース

AMQ Streams on OpenShift の使用

3.2. RHEL での CAMEL KAFKA CONNECTOR サンプルのデプロイ

ここでは、選択したコネクターの Camel Kafka Connector デモンストレーションサンプルを Red Hat
Enterprise Linux にデプロイする方法を説明します。

前提条件前提条件

従う Procedure (手順) の各 readme にある What is needed セクションを確認します。

手順手順

1. 以下のいずれかのサンプルの GitHub readme に移動します。

AWS2 S3 コネクター

AWS2 SNS シンクコネクター
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AWS2 SQS コネクター

CQL コネクター

2. readme に記載されている手順に従い、サンプルを実行します。

その他のリソースその他のリソース

『Using AMQ Streams on RHEL』

Debezium PostgreSQL コネクターおよび Apache Camel Kafka Connector (コミュニティーサン
プル)
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第4章 CAMEL KAFKA コネクターの拡張
本章では、Camel Kafka コネクターおよびコンポーネントを拡張し、カスタマイズする方法を説明しま
す。Camel Kafka Connector は、コードを作成せずに Kafka Connect フレームワークで Camel コン
ポーネントを直接設定する簡単な方法を提供します。しかし、状況によっては、特定のユースケースに
対して Camel Kafka Connector を拡張およびカスタマイズする場合があります。

「Camel Kafka コネクターアグリゲーターの設定」

「カスタム Camel Kafka コネクターアグリゲーターの作成」

「Camel Kafka Connector での Camel データフォーマットの設定」

「Maven archetype を使用した Camel Kafka コネクターの拡張」

4.1. CAMEL KAFKA コネクターアグリゲーターの設定

Camel Kafka シンクコネクターを使用する一部のシナリオでは、Kafka レコードを外部シンクシステム
に送信する前に、アグリゲーターを追加して Kafka レコードをバッチ処理することがあります。通常、
このような場合、レコードの集約のために特定のバッチサイズとタイムアウトを定義します。完了した
ら、集約レコードが外部システムに送信されます。

Apache Camel によって提供されるアグリゲーターの 1 つを使用して、Camel Kafka Connector プロパ
ティーで集約の設定を指定できます。または、Java でカスタムアグリゲーターを実装することもでき
ます。ここでは、Camel Kafka Connector プロパティーで Camel アグリゲーターを設定する方法を説明
します。

前提条件前提条件

Camel Kafka Connector がインストール済みである必要があります (例: 「OpenShift での AMQ
Streams および Kafka Connect S2I のインストール」 を参照)。

シンクコネクターがデプロイ済みである必要があります (例: 「OpenShift での Kafka Connect
S2I を使用した Camel Kafka コネクターのデプロイ」 を参照)。ここでは、AWS S3 シンクコネ
クターを使用する例を紹介します。

手順手順

インストールプラットフォームに応じて、シンクコネクターおよびアグリゲーターを Camel
Kafka Connector プロパティーで設定します。

OpenShift

以下の例は、カスタムリソースの AWS S3 シンクコネクターおよびアグリゲーター設定を示
しています。

oc apply -f - << EOF
apiVersion: kafka.strimzi.io/v1alpha1
kind: KafkaConnector
metadata:
  name: s3-sink-connector
  namespace: myproject
  labels:
    strimzi.io/cluster: my-connect-cluster
spec:
  class: org.apache.camel.kafkaconnector.aws2s3.CamelAws2s3SinkConnector
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Red Hat Enterprise Linux

以下の例は、CamelAwss3SinkConnector.properties ファイルの AWS S3 シンクコネク
ターおよびアグリゲーター設定を示しています。

関連情報関連情報

アグリゲーターのある AWS2 S3 シンクコネクターのデモンストレーションサンプル

zip アグリゲーターのある AWS2 S3 シンクコネクターのデモンストレーションサンプル

Apache Camel Kafka Connector の集約

4.2. カスタム CAMEL KAFKA コネクターアグリゲーターの作成

Camel Kafka シンクコネクターを使用する一部のシナリオでは、Kafka レコードを外部シンクシステム

  tasksMax: 1
  config:
    key.converter: org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
    value.converter: org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
    topics: s3-topic
    camel.sink.path.bucketNameOrArn: camel-kafka-connector
    camel.sink.endpoint.keyName: ${date:now:yyyyMMdd-HHmmssSSS}-${exchangeId}
    # Camel aggregator settings
    camel.beans.aggregate: 
class:org.apache.camel.kafkaconnector.aggregator.StringAggregator
    camel.beans.aggregation.size: 10
    camel.beans.aggregation.timeout: 5000
    camel.component.aws2-s3.accessKey: xxxx
    camel.component.aws2-s3.secretKey: yyyy
    camel.component.aws2-s3.region: region
EOF

name=CamelAWS2S3SinkConnector
connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.aws2s3.CamelAws2s3SinkConnector
key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter

topics=mytopic

camel.sink.path.bucketNameOrArn=camel-kafka-connector

camel.component.aws2-s3.access-key=xxxx
camel.component.aws2-s3.secret-key=yyyy
camel.component.aws2-s3.region=eu-west-1

camel.sink.endpoint.keyName=${date:now:yyyyMMdd-HHmmssSSS}-${exchangeId}

# Camel aggregator settings
camel.beans.aggregate=class:org.apache.camel.kafkaconnector.aggregator.StringAggregat
or
camel.beans.aggregation.size=10
camel.beans.aggregation.timeout=5000
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18

https://github.com/jboss-fuse/camel-kafka-connector-examples/tree/0.5.0-redhat/aws2-s3/aws2-s3-sink-with-aggregation
https://github.com/jboss-fuse/camel-kafka-connector-examples/tree/0.5.0-redhat/aws2-s3/aws2-s3-sink-with-zip-aggregation
https://camel.apache.org/camel-kafka-connector/latest/aggregation.html


1

2

3

に送信する前に、アグリゲーターを追加して Kafka レコードをバッチ処理することがあります。通常、
このような場合、レコードの集約のために特定のバッチサイズとタイムアウトを定義します。完了した
ら、集約レコードが外部システムに送信されます。

独自のアグリゲーターを実装するか、Apache Camel が提供するアグリゲーターの 1 つを設定できま
す。ここでは、Camel AggregationStrategy クラスを使用して Java にカスタムアグリゲーターを実装
する方法を説明します。

前提条件前提条件

Red Hat Fuse がインストール済みである必要があります。

手順手順

1. Camel AggregationStrategy クラスを実装して、独自のカスタムアグリゲーターを作成しま
す。以下に例を示します。

oldExchange および newExchange オブジェクトは、Aggregator に到達する Kafka レ
コードに対応します。

この場合、各 newExchange ボディーは oldExchange ボディーと連結され、System 行
セパレーターを使用して分離されます。

このプロセスは、バッチサイズが完了するか、タイムアウトに達するまで継続されます。

package org.apache.camel.kafkaconnector.aggregator;

import org.apache.camel.AggregationStrategy;
import org.apache.camel.Exchange;
import org.apache.camel.Message;

public class StringAggregator implements AggregationStrategy {

    @Override
    public Exchange aggregate(Exchange oldExchange, Exchange newExchange) { 1
        // lets append the old body to the new body
        if (oldExchange == null) {
            return newExchange;
        }

        String body = oldExchange.getIn().getBody(String.class); 2
        if (body != null) {
            Message newIn = newExchange.getIn();
            String newBody = newIn.getBody(String.class);
            if (newBody != null) {
                body += System.lineSeparator() + newBody;
            }

            newIn.setBody(body);
        }
        return newExchange; 3
    }
}
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2. カスタムアグリゲーターコードを既存の Camel Kafka コネクターに追加します。「Maven
archetype を使用した Camel Kafka コネクターの拡張」 を参照してください。

その他のリソースその他のリソース

Apache Camel Kafka Connector のアグリゲーター

4.3. CAMEL KAFKA CONNECTOR での CAMEL データフォーマットの設
定

Camel Kafka Connector は、シンクおよびソースコネクターの Camel データフォーマットのマーシャリ
ング/アンマーシャリングを提供します。たとえば、これらのフォーマットには Apache Avro、
Base64、Google Protobuf、JSON、SOAP、Zip ファイルなどが含まれます。

通常、Camel DSL の Camel DataFormat を使用して、異なる Camel データフォーマットとの間でメッ
セージをマーシャリングおよびアンマーシャリングします。たとえば、Camel File または JMS コン
ポーネントからメッセージを受信し、さらに処理するためにペイロードをアンマーシャリングする場合
は、DataFormat を使用して Camel DSL に実装できます。

Camel Kafka Connector を使用すると、コネクター設定でプロパティーを使用して、Camel データ
フォーマットのマーシャリングおよびアンマーシャリングを設定できます。ここで
は、camel.sink.marshal: zipfile プロパティーを使用して Camel Zip ファイルデータフォーマットの
マーシャリングを設定する方法を説明します。

前提条件前提条件

OpenShift または Red Hat Enterprise Linux に Camel Kafka Connector がインストール済みであ
る必要があります。

アーキタイプから開始したコネクターがすでにビルドされ、pom.xml を編集して必要な依存関
係を追加する必要があります。「Maven archetype を使用した Camel Kafka コネクターの拡
張」を参照してください。

手順手順

インストールプラットフォームに応じて、Camel Kafka Connector 設定でデータフォーマット
をマーシャリング/アンマーシャリングするためのコネクター設定を行います。

OpenShift

以下の例は、カスタムリソースの AWS S3 シンクコネクターおよび Camel Zip データフォー
マットの設定を示しています。

oc apply -f - << EOF
apiVersion: kafka.strimzi.io/v1alpha1
kind: KafkaConnector
metadata:
  name: s3-sink-connector
  namespace: myproject
  labels:
    strimzi.io/cluster: my-connect-cluster
spec:
  class: org.apache.camel.kafkaconnector.aws2s3.CamelAws2s3SinkConnector
  tasksMax: 1
  config:
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Red Hat Enterprise Linux

以下の例は、CamelAwss3SinkConnector.properties ファイルの AWS S3 シンクコネク
ターおよび Camel Zip データ設定を示しています。

関連情報関連情報

Camel zip データフォーマットをマーシャリングする AWS2 S3 シンクコネクターのデモンスト
レーションサンプル

Apache Camel データフォーマットタイプ

Apache Camel DataFormat

4.4. MAVEN ARCHETYPE を使用した CAMEL KAFKA コネクターの拡張

状況によっては、Camel Kafka Connector システムを拡張する必要がある場合があります。たとえば、
シンクコネクターを使用する場合は、Kafka レコードを外部シンクシステムに送信する前に、カスタム
アグリゲーターを追加して Kafka レコードをバッチ処理することがあります。または、Apache Avro、
Google Protobuf、JSON、Zip ファイルなどの Camel データフォーマットをマーシャリングまたはア
ンマーシャリングするためのコネクターを設定することがあります。

Maven camel-kafka-connector-extensible-archetype を使用して既存の Camel Kafka コネクターを拡

    key.converter: org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
    value.converter: org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
    topics: s3-topic
    camel.sink.path.bucketNameOrArn: camel-kafka-connector
    camel.sink.endpoint.keyName: ${date:now:yyyyMMdd-HHmmssSSS}-
${exchangeId}.zip
    # Camel data format setting
    camel.sink.marshal: zipfile
    camel.component.aws2-s3.accessKey: xxxx
    camel.component.aws2-s3.secretKey: yyyy
    camel.component.aws2-s3.region: region
EOF

name=CamelAWS2S3SinkConnector
connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.aws2s3.CamelAws2s3SinkConnector
key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter

topics=mytopic

# Camel data format setting
camel.sink.marshal=zipfile

camel.sink.path.bucketNameOrArn=camel-kafka-connector

camel.component.aws2-s3.access-key=xxxx
camel.component.aws2-s3.secret-key=yyyy
camel.component.aws2-s3.region=eu-west-1

camel.sink.endpoint.keyName=${date:now:yyyyMMdd-HHmmssSSS}-${exchangeId}.zip
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張できます。archetype は、プロジェクト生成の一貫した方法を提供する Maven プロジェクトテンプ
レートです。ここでは、archetype を使用して拡張する Maven プロジェクトを作成する方法と、プロ
ジェクトの依存関係を追加する方法を説明します。

注記注記

Maven archetype を使用した追加の Kafka Connect コンバーターまたはトランスフォー
マーの作成は、テクノロジープレビューには含まれず、コミュニティーサポートのみが
対象となります。

前提条件前提条件

Apache Maven がインストール済みである必要があります。

手順手順

1. mvn archetype:generate コマンドを入力して Maven プロジェクトを作成し、Camel Kafka
Connector を拡張します。以下に例を示します。

2. プロンプトが表示されたら、各プロパティーの値を入力します。以下の例では、camel-aws2-
s3-kafka-connector を拡張します。

$ mvn archetype:generate  -
DarchetypeGroupId=org.apache.camel.kafkaconnector.archetypes  -
DarchetypeArtifactId=camel-kafka-connector-extensible-archetype  -
DarchetypeVersion=CONNECTOR_VERSION
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ------------------< org.apache.maven:standalone-pom >-------------------
[INFO] Building Maven Stub Project (No POM) 1
[INFO] --------------------------------[ pom ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] >>> maven-archetype-plugin:3.1.2:generate (default-cli) > generate-sources @ 
standalone-pom >>>
[INFO]
[INFO] <<< maven-archetype-plugin:3.1.2:generate (default-cli) < generate-sources @ 
standalone-pom <<<
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- maven-archetype-plugin:3.1.2:generate (default-cli) @ standalone-pom ---
[INFO] Generating project in Interactive mode
[INFO] Archetype repository not defined. Using the one from 
[org.apache.camel.kafkaconnector.archetypes:camel-kafka-connector-extensible-
archetype:0.4.0] found in catalog remote

Define value for property 'groupId': org.apache.camel.kafkaconnector.extended
Define value for property 'artifactId': myconnector-extended
Define value for property 'version' 1.0-SNAPSHOT: :
Define value for property 'package' org.apache.camel.kafkaconnector.extended: :
Define value for property 'camel-kafka-connector-name': camel-aws2-s3-kafka-connector
[INFO] Using property: camel-kafka-connector-version = CONNECTOR_VERSION
Confirm properties configuration:
groupId: org.apache.camel.kafkaconnector.extended
artifactId: myconnector-extended
version: 1.0-SNAPSHOT
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3. Y を入力してプロパティーを確認します。

4. 作成した Maven プロジェクトの pom.xml に必要な依存関係を入力します。

5. Maven プロジェクトをビルドし、拡張された Camel Kafka コネクターの .zip または tar.gz
ファイルを作成します。

関連情報関連情報

Apache Camel Kafka Connector の archetype

Apache Maven

package: org.apache.camel.kafkaconnector.extended
camel-kafka-connector-name: camel-aws2-s3-kafka-connector
camel-kafka-connector-version: CONNECTOR_VERSION

Y: : Y
[INFO] ----------------------------------------------------------------------------
[INFO] Using following parameters for creating project from Archetype: camel-kafka-
connector-extensible-archetype:CONNECTOR_VERSION
[INFO] ----------------------------------------------------------------------------
[INFO] Parameter: groupId, Value: org.apache.camel.kafkaconnector.extended
[INFO] Parameter: artifactId, Value: myconnector-extended
[INFO] Parameter: version, Value: 1.0-SNAPSHOT
[INFO] Parameter: package, Value: org.apache.camel.kafkaconnector.extended
[INFO] Parameter: packageInPathFormat, Value: org/apache/camel/kafkaconnector/extended
[INFO] Parameter: package, Value: org.apache.camel.kafkaconnector.extended
[INFO] Parameter: version, Value: 1.0-SNAPSHOT
[INFO] Parameter: groupId, Value: org.apache.camel.kafkaconnector.extended
[INFO] Parameter: camel-kafka-connector-name, Value: camel-aws2-s3-kafka-connector
[INFO] Parameter: camel-kafka-connector-version, Value: CONNECTOR_VERSION
[INFO] Parameter: artifactId, Value: myconnector-extended
[INFO] Project created from Archetype in dir: /home/workspace/myconnector-extended
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  05:44 min
[INFO] Finished at: 2020-09-04T08:55:00+02:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

mvn clean package
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第5章 CAMEL KAFKA CONNECTOR 設定リファレンス
本章では、Camel Kafka Connector を使用して設定できる Camel Kafka コネクターに関する参照情報を
提供します。

重要重要

このテクノロジープレビューリリースには、利用可能な Apache Camel Kafka コネクター
のターゲットサブセットが含まれています。今後のリリースで、追加のコネクターが
Camel Kafka Connector に追加されます。

表表5.1 Camel Kafka Connector の設定の設定

コネクターコネクター シンクシンク ソースソース

Amazon Web Services Kinesis Camel AWS2 Kinesis シンクコネ
クター

Camel AWS2 Kinesis ソースコネ
クター

Amazon Web Services S3 Camel AWS2 S3 シンクコネク
ター

Camel AWS2 s3 ソースコネク
ター

Amazon Web Services SNS Camel AWS2 SNS シンクコネク
ター

-

Amazon Web Services SQS Camel AWS2 SQS シンクコネク
ター

Camel AWS2 SQS ソースコネク
ター

Cassandra Query Language Camel CQL シンクコネクター Camel CQL ソースコネクター

Elasticsearch Camel Elasticsearch シンクコネク
ター

-

ファイル Camel ファイルシンクコネクター -

Hadoop Distributed File System Camel HDFS シンクコネクター -

Hypertext Transfer Protocol Camel HTTP シンクコネクター -

Java Database Connectivity Camel JDBC シンクコネクター -

Java Message Service Camel JMS シンクコネクター Camel JMS ソースコネクター

MongoDB Camel MongoDB シンクコネク
ター

Camel MongoDB ソースコネク
ター

Salesforce - Camel Salesforce ソースコネク
ター

Slack - Camel Slack ソースコネクター
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Syslog - Camel syslog ソースコネクター

Timer - Camel タイマーソースコネクター

コネクターコネクター シンクシンク ソースソース

5.1. CAMEL-AWS2-KINESIS-KAFKA-CONNECTOR のシンク設定

camel-aws2-kinesis-kafka-connector をシンクとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用して
コネクターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのシンクコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-aws2-kinesis シンクコネクターは、以下に示す 25 個のオプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.sink.path.stream
Name

ストリームの名前 null HIGH

camel.sink.endpoint.am
azonKinesisClient

このエンドポイントに対するすべての要求に使
用する Amazon Kinesis クライアント。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.aut
oDiscoverClient

自動DiscoverClient メカニズムの設定（true の
場合）、コンポーネントはレジストリー内でク
ライアントインスタンスを自動的に検索しま
す。そうでないと、この確認はスキップされま
す。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyHost

Kinesis クライアントをインスタンス化する際
にプロキシーホストを定義します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyPort

Kinesis クライアントをインスタンス化する際
にプロキシーポートを定義します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyProtocol

Kinesis クライアントをインスタンス化する際
にプロキシープロトコルを定義します。
[HTTP] または [HTTPS] のいずれか。

"HTTPS" MEDIUM

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-aws2-kinesis-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.aws2kinesis.CamelAws2kinesisSinkConnector
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camel.sink.endpoint.reg
ion

Kinesis Firehose クライアントが機能する必要
があるリージョン。このパラメーターを使用す
る場合、設定には小文字のリージョン名を指定
します (例 ap-east-1)。名前
Region.EU_WEST_1.id() を使用する必要があり
ます。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.tru
stAllCertificates

エンドポイントを上書きするときにすべての証
明書を信頼する場合。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.laz
yStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.ba
sicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.sy
nchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.ac
cessKey

Amazon AWS Access Key null MEDIUM

camel.sink.endpoint.sec
retKey

Amazon AWS Secret Key null MEDIUM

camel.component.aws2
-
kinesis.amazonKinesisC
lient

このエンドポイントに対するすべての要求に使
用する Amazon Kinesis クライアント。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-
kinesis.autoDiscoverCli
ent

自動DiscoverClient メカニズムの設定（true の
場合）、コンポーネントはレジストリー内でク
ライアントインスタンスを自動的に検索しま
す。そうでないと、この確認はスキップされま
す。

true MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.aws2
-kinesis.configuration

コンポーネントの設定 null MEDIUM

camel.component.aws2
-kinesis.proxyHost

Kinesis クライアントをインスタンス化する際
にプロキシーホストを定義します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-kinesis.proxyPort

Kinesis クライアントをインスタンス化する際
にプロキシーポートを定義します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-kinesis.proxyProtocol

Kinesis クライアントをインスタンス化する際
にプロキシープロトコルを定義します。
[HTTP] または [HTTPS] のいずれか。

"HTTPS" MEDIUM

camel.component.aws2
-kinesis.region

Kinesis Firehose クライアントが機能する必要
があるリージョン。このパラメーターを使用す
る場合、設定には小文字のリージョン名を指定
します (例 ap-east-1)。名前
Region.EU_WEST_1.id() を使用する必要があり
ます。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-
kinesis.trustAllCertifica
tes

エンドポイントを上書きするときにすべての証
明書を信頼する場合。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-
kinesis.lazyStartProduc
er

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-
kinesis.basicPropertyBi
nding

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-kinesis.accessKey

Amazon AWS Access Key null MEDIUM

camel.component.aws2
-kinesis.secretKey

Amazon AWS Secret Key null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

第第5章章 CAMEL KAFKA CONNECTOR 設定リファレンス設定リファレンス

27



camel-aws2-kinesis シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-aws2-kinesis シンクコネクターにはそのまま使える transforms がありません。

camel-aws2-kinesis シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.2. CAMEL-AWS2-KINESIS-KAFKA-CONNECTOR ソース設定

camel-aws2-kinesis-kafka-connector をソースとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用して
コネクターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのソースコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-aws2-kinesis ソースコネクターは、以下に示す 53 個のオプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.source.path.stre
amName

ストリームの名前 null HIGH

camel.source.endpoint.
amazonKinesisClient

このエンドポイントに対するすべての要求に使
用する Amazon Kinesis クライアント。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
autoDiscoverClient

自動DiscoverClient メカニズムの設定（true の
場合）、コンポーネントはレジストリー内でク
ライアントインスタンスを自動的に検索しま
す。そうでないと、この確認はスキップされま
す。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
proxyHost

Kinesis クライアントをインスタンス化する際
にプロキシーホストを定義します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
proxyPort

Kinesis クライアントをインスタンス化する際
にプロキシーポートを定義します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
proxyProtocol

Kinesis クライアントをインスタンス化する際
にプロキシープロトコルを定義します。
[HTTP] または [HTTPS] のいずれか。

"HTTPS" MEDIUM

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-aws2-kinesis-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.aws2kinesis.CamelAws2kinesisSourceConnector
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camel.source.endpoint.
region

Kinesis Firehose クライアントが機能する必要
があるリージョン。このパラメーターを使用す
る場合、設定には小文字のリージョン名を指定
します (例 ap-east-1)。名前
Region.EU_WEST_1.id() を使用する必要があり
ます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
trustAllCertificates

エンドポイントを上書きするときにすべての証
明書を信頼する場合。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
bridgeErrorHandler

コンシューマーの Camel ルーティングエラー
ハンドラーへのブリッジを許可します。よっ
て、コンシューマーが受信メッセージなどの取
得を試行している間に発生した例外は、メッ
セージとして処理され、ルーティングエラーハ
ンドラーによって処理されます。デフォルトで
は、コンシューマーは
org.apache.camel.spi.ExceptionHandler を使用
して例外に対応し、WARN または ERROR レベ
ルでログに記録され、無視されます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.i
teratorType

Kinesis ストリームでレコードの取得を開始す
る場所を定義します。
[AT_SEQUENCE_NUMBER]、
[AFTER_SEQUENCE_NUMBER]、
[TRIM_HORIZON]、[LATEST]、
[AT_TIMESTAMP]、[null] のいずれか。

"TRIM_HORI
ZON"

MEDIUM

camel.source.endpoint.
maxResultsPerRequest

各ポーリングでフェッチされる最大レコード
数。

1 MEDIUM

camel.source.endpoint.
sendEmptyMessageWh
enIdle

ポーリングコンシューマーがファイルをポーリ
ングしなかった場合、このオプションを有効に
して、代わりに空のメッセージ (ボディーなし)
を送信できます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
sequenceNumber

ポーリングを開始するシーケンス番号。
iteratorType が AFTER_SEQUENCE_NUMBER
または AT_SEQUENCE_NUMBER に設定され
ている場合に必要です。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
shardClosed

シャード (shard) が閉じられた場合の動作を定
義します。使用できる値は ignore、silent、お
よび fail です。ignore の場合、メッセージはロ
グに記録され、コンシューマーは最初から再起
動します。silent の場合は、ログには記録され
ず、コンシューマーは最初から起動します。
fail の場合は、ReachedClosedStateException
が発生します。[ignore]、[fail]、[silent] のいず
れか。

"ignore" MEDIUM

camel.source.endpoint.
shardId

Kinesis ストリームでどの shardId からレコード
を取得するかを定義します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
exceptionHandler

コンシューマーによるカスタム
ExceptionHandler の使用を許可します。
bridgeErrorHandler オプションが有効な場合
は、このオプションは使用されないことに注意
してください。デフォルトでは、コンシュー
マーは例外に対応し、WARN または ERROR レ
ベルでログに記録され、無視されます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
exchangePattern

コンシューマーがエクスチェンジを作成する際
に交換パターンを設定します。[InOnly]、
[InOut]、[InOptionalOut] のいずれか。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
pollStrategy

プラグ可能な
org.apache.camel.PollingConsumerPollingStrat
egy を使用すると、エクスチェンジが作成さ
れ、Camel でルーティングされる前に、通常は
ポーリング操作中に発生するエラー処理を制御
するカスタム実装が提供できます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
basicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
synchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
backoffErrorThreshold

backoffMultipler が開始する前に発生する必要
がある後続のエラーポーリング (エラーによっ
て失敗した) の数。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
backoffIdleThreshold

backoffMultipler が開始する前に発生する必要
がある後続のアイドルポーリングの数。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
backoffMultiplier

後続のアイドル状態/エラーが連続して発生し
た場合に、スケジュールされたポーリングコン
シューマーのバックオフを許可します。乗数
は、実際に次の試行が行われる前にスキップさ
れるポーリングの数です。このオプションが使
用されている場合は、backoffIdleThreshold や
backoffErrorThreshold も設定する必要があり
ます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
delay

次のポーリングまでの時間 (ミリ秒単位)。 500L MEDIUM

camel.source.endpoint.
greedy

greedy が有効で、以前の実行が 1 つ以上のメッ
セージをポーリングした場合、
ScheduledPollConsumer は即座に再度実行さ
れます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.i
nitialDelay

最初のポーリングが開始されるまでの時間 (ミ
リ秒単位)。

1000L MEDIUM

camel.source.endpoint.
repeatCount

実行の最大数を指定します。そのため、これを
1 に設定するとスケジューラーは 1 度だけ実行
されます。これを 5 に設定した場合、5 回だけ
実行されます。0 または負の値を設定すると、
無制限に実行されます。

0L MEDIUM

camel.source.endpoint.
runLoggingLevel

コンシューマーはポーリング時に開始/完了の
ログ行を記録します。このオプションを使用す
ると、ログレベルを設定できます。[TRACE]、
[DEBUG]、[INFO]、[WARN]、[ERROR]、
[OFF] のいずれか。

"TRACE" MEDIUM

camel.source.endpoint.
scheduledExecutorSer
vice

コンシューマーに使用するカスタム/共有ス
レッドプールを設定できます。デフォルトで
は、各コンシューマーに独自の単一スレッドの
スレッドプールがあります。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
scheduler

camel-spring または camel-quartz コンポーネ
ントから cron スケジューラーを使用します。
スケジューラーにビルドされた値 spring また
は quartz を使用。

"none" MEDIUM

camel.source.endpoint.
schedulerProperties

カスタムスケジューラーまたは Quartz や
Spring ベースのスケジューラーを使用する場合
に、追加のプロパティーを設定します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
startScheduler

スケジューラーを自動起動するかどうか。 true MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
timeUnit

initialDelay および delay オプションの時間単
位。[NANOSECONDS]、
[MICROSECONDS]、[MILLISECONDS]、
[SECONDS]、[MINUTES]、[HOURS]、
[DAYS] のいずれか。

"MILLISECO
NDS"

MEDIUM

camel.source.endpoint.
useFixedDelay

固定遅延または固定レートを使用するかどうか
を制御します。詳細は、JDK の
ScheduledExecutorService を参照してくださ
い。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
accessKey

Amazon AWS Access Key null MEDIUM

camel.source.endpoint.
secretKey

Amazon AWS Secret Key null MEDIUM

camel.component.aws2
-
kinesis.amazonKinesisC
lient

このエンドポイントに対するすべての要求に使
用する Amazon Kinesis クライアント。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-
kinesis.autoDiscoverCli
ent

自動DiscoverClient メカニズムの設定（true の
場合）、コンポーネントはレジストリー内でク
ライアントインスタンスを自動的に検索しま
す。そうでないと、この確認はスキップされま
す。

true MEDIUM

camel.component.aws2
-kinesis.configuration

コンポーネントの設定 null MEDIUM

camel.component.aws2
-kinesis.proxyHost

Kinesis クライアントをインスタンス化する際
にプロキシーホストを定義します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-kinesis.proxyPort

Kinesis クライアントをインスタンス化する際
にプロキシーポートを定義します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-kinesis.proxyProtocol

Kinesis クライアントをインスタンス化する際
にプロキシープロトコルを定義します。
[HTTP] または [HTTPS] のいずれか。

"HTTPS" MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.aws2
-kinesis.region

Kinesis Firehose クライアントが機能する必要
があるリージョン。このパラメーターを使用す
る場合、設定には小文字のリージョン名を指定
します (例 ap-east-1)。名前
Region.EU_WEST_1.id() を使用する必要があり
ます。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-
kinesis.trustAllCertifica
tes

エンドポイントを上書きするときにすべての証
明書を信頼する場合。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-
kinesis.bridgeErrorHan
dler

コンシューマーの Camel ルーティングエラー
ハンドラーへのブリッジを許可します。よっ
て、コンシューマーが受信メッセージなどの取
得を試行している間に発生した例外は、メッ
セージとして処理され、ルーティングエラーハ
ンドラーによって処理されます。デフォルトで
は、コンシューマーは
org.apache.camel.spi.ExceptionHandler を使用
して例外に対応し、WARN または ERROR レベ
ルでログに記録され、無視されます。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-kinesis.iteratorType

Kinesis ストリームでレコードの取得を開始す
る場所を定義します。
[AT_SEQUENCE_NUMBER]、
[AFTER_SEQUENCE_NUMBER]、
[TRIM_HORIZON]、[LATEST]、
[AT_TIMESTAMP]、[null] のいずれか。

"TRIM_HORI
ZON"

MEDIUM

camel.component.aws2
-
kinesis.maxResultsPerR
equest

各ポーリングでフェッチされる最大レコード
数。

1 MEDIUM

camel.component.aws2
-
kinesis.sequenceNumb
er

ポーリングを開始するシーケンス番号。
iteratorType が AFTER_SEQUENCE_NUMBER
または AT_SEQUENCE_NUMBER に設定され
ている場合に必要です。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.aws2
-kinesis.shardClosed

シャード (shard) が閉じられた場合の動作を定
義します。使用できる値は ignore、silent、お
よび fail です。ignore の場合、メッセージはロ
グに記録され、コンシューマーは最初から再起
動します。silent の場合は、ログには記録され
ず、コンシューマーは最初から起動します。
fail の場合は、ReachedClosedStateException
が発生します。[ignore]、[fail]、[silent] のいず
れか。

"ignore" MEDIUM

camel.component.aws2
-kinesis.shardId

Kinesis ストリームでどの shardId からレコード
を取得するかを定義します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-
kinesis.basicPropertyBi
nding

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-kinesis.accessKey

Amazon AWS Access Key null MEDIUM

camel.component.aws2
-kinesis.secretKey

Amazon AWS Secret Key null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-aws2-kinesis シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-aws2-kinesis シンクコネクターにはそのまま使える transforms がありません。

camel-aws2-kinesis シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.3. CAMEL-AWS2-S3-KAFKA-CONNECTOR のシンク設定

camel-aws2-s3-kafka-connector をシンクとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコ
ネクターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのシンクコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-aws2-s3 シンクコネクターは、以下に示す 61 個のオプションをサポートします。

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-aws2-s3-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.aws2s3.CamelAws2s3SinkConnector
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名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.sink.path.bucket
NameOrArn

バケット名または ARN。 null HIGH

camel.sink.endpoint.am
azonS3Client

レジストリーの
com.amazonaws.services.s3.AmazonS3 への参
照。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.aut
oCreateBucket

S3 バケット bucketName の自動作成の設定。
moveAfterRead オプションが有効になってい
る場合も適用され、destinationBucket が存在
しない場合は作成されます。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.aut
oDiscoverClient

自動DiscoverClient メカニズムを設定すること
（true の場合）、コンポーネントはレジスト
リー内でクライアントインスタンスを自動的に
検索します。そうでないと、そのチェックはス
キップされます。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.ov
errideEndpoint

エンドポイントをオーバーライドする必要性を
設定します。このオプションは
uriEndpointOverride オプションと併用する必
要があります。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.poj
oRequest

POJO リクエストをボディーとして使用するか
どうか。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.pol
icy

com.amazonaws.services.s3.AmazonS3#setBu
cketPolicy() メソッドに設定されるこのキュー
のポリシー。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyHost

SQS クライアントをインスタンス化するとき
にプロキシーホストを定義します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyPort

クライアント定義内で使用されるプロキシー
ポートを指定します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyProtocol

S3 クライアントをインスタンス化する際にプ
ロキシープロトコルを定義します。[HTTP] ま
たは [HTTPS] のいずれか。

"HTTPS" MEDIUM

camel.sink.endpoint.reg
ion

S3 クライアントが機能する必要があるリー
ジョン。このパラメーターを使用する場合、設
定には小文字のリージョン名を指定します (例
ap-east-1)。名前 Region.EU_WEST_1.id() を使
用する必要があります。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.tru
stAllCertificates

エンドポイントを上書きするときにすべての証
明書を信頼する場合。

false MEDIUM
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camel.sink.endpoint.uri
EndpointOverride

オーバーライドする URI エンドポイントを設定
します。このオプションは overrideEndpoint
オプションと併用する必要があります。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.us
eIAMCredentials

S3 クライアントが EC2 インスタンスでクレデ
ンシャルをロードすることを期待すべきか、ま
たは静的クレデンシャルが渡されることを期待
すべきかどうかを設定します。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.cu
stomerAlgorithm

CustomerKey が有効になっている場合に使用
するカスタマーアルゴリズムを定義します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.cu
stomerKeyId

CustomerKey が有効になっている場合に使用
するカスタマーキーの ID を定義します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.cu
stomerKeyMD5

CustomerKey が有効になっている場合に使用
するカスタマーキーの MD5 を定義します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.del
eteAfterWrite

S3 ファイルのアップロード後にファイルオブ
ジェクトを削除します。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.ke
yName

endpoint パラメーター経由でバケットの要素
のキー名を設定します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.laz
yStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.mu
ltiPartUpload

true の場合、Camel はマルチパート形式のファ
イルをアップロードし、パートサイズは
partSize のオプションによって決定されます。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.op
eration

ユーザーがアップロードのみを実行したくない
場合に実行する操作。[copyObject]、
[listObjects]、[deleteObject]、
[deleteBucket]、[listBuckets]、[getObject]、
[getObjectRange] のいずれか。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.par
tSize

マルチパートのアップロードで使用される
partSize を設定します。デフォルトのサイズは
25M です。

26214400L MEDIUM

camel.sink.endpoint.sto
rageClass

com.amazonaws.services.s3.model.PutObjectR
equest リクエストに設定するストレージクラ
ス。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.aw
sKMSKeyId

KMS が有効になっている場合に使用する KMS
キーの ID を定義します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.us
eAwsKMS

KMS を使用する必要があるかどうかを定義し
ます。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.us
eCustomerKey

カスタマーキーを使用する必要があるかどうか
を定義します。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.ba
sicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.sy
nchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.ac
cessKey

Amazon AWS Access Key null MEDIUM

camel.sink.endpoint.sec
retKey

Amazon AWS Secret Key null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.amazonS3Client

レジストリーの
com.amazonaws.services.s3.AmazonS3 への参
照。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.autoCreateBucket

S3 バケット bucketName の自動作成の設定。
moveAfterRead オプションが有効になってい
る場合も適用され、destinationBucket が存在
しない場合は作成されます。

true MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.autoDiscoverClient

自動DiscoverClient メカニズムを設定すること
（true の場合）、コンポーネントはレジスト
リー内でクライアントインスタンスを自動的に
検索します。そうでないと、そのチェックはス
キップされます。

true MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.aws2
-s3.configuration

コンポーネントの設定。 null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.overrideEndpoint

エンドポイントをオーバーライドする必要性を
設定します。このオプションは
uriEndpointOverride オプションと併用する必
要があります。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.pojoRequest

POJO リクエストをボディーとして使用するか
どうか。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.policy

com.amazonaws.services.s3.AmazonS3#setBu
cketPolicy() メソッドに設定されるこのキュー
のポリシー。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.proxyHost

SQS クライアントをインスタンス化するとき
にプロキシーホストを定義します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.proxyPort

クライアント定義内で使用されるプロキシー
ポートを指定します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.proxyProtocol

S3 クライアントをインスタンス化する際にプ
ロキシープロトコルを定義します。[HTTP] ま
たは [HTTPS] のいずれか。

"HTTPS" MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.region

S3 クライアントが機能する必要があるリー
ジョン。このパラメーターを使用する場合、設
定には小文字のリージョン名を指定します (例
ap-east-1)。名前 Region.EU_WEST_1.id() を使
用する必要があります。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.trustAllCertificates

エンドポイントを上書きするときにすべての証
明書を信頼する場合。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-
s3.uriEndpointOverride

オーバーライドする URI エンドポイントを設定
します。このオプションは overrideEndpoint
オプションと併用する必要があります。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.useIAMCredentials

S3 クライアントが EC2 インスタンスでクレデ
ンシャルをロードすることを期待すべきか、ま
たは静的クレデンシャルが渡されることを期待
すべきかどうかを設定します。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.customerAlgorithm

CustomerKey が有効になっている場合に使用
するカスタマーアルゴリズムを定義します。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.aws2
-s3.customerKeyId

CustomerKey が有効になっている場合に使用
するカスタマーキーの ID を定義します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.customerKeyMD5

CustomerKey が有効になっている場合に使用
するカスタマーキーの MD5 を定義します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.deleteAfterWrite

S3 ファイルのアップロード後にファイルオブ
ジェクトを削除します。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.keyName

endpoint パラメーター経由でバケットの要素
のキー名を設定します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.lazyStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.multiPartUpload

true の場合、Camel はマルチパート形式のファ
イルをアップロードし、パートサイズは
partSize のオプションによって決定されます。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.operation

ユーザーがアップロードのみを実行したくない
場合に実行する操作。[copyObject]、
[listObjects]、[deleteObject]、
[deleteBucket]、[listBuckets]、[getObject]、
[getObjectRange] のいずれか。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.partSize

マルチパートのアップロードで使用される
partSize を設定します。デフォルトのサイズは
25M です。

26214400L MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.storageClass

com.amazonaws.services.s3.model.PutObjectR
equest リクエストに設定するストレージクラ
ス。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.awsKMSKeyId

KMS が有効になっている場合に使用する KMS
キーの ID を定義します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.useAwsKMS

KMS を使用する必要があるかどうかを定義し
ます。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.aws2
-s3.useCustomerKey

カスタマーキーを使用する必要があるかどうか
を定義します。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-
s3.basicPropertyBindin
g

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.accessKey

Amazon AWS Access Key null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.secretKey

Amazon AWS Secret Key null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-aws2-s3 シンクコネクターは、以下に示すそのまま使えるコンバーターを 1 つサポートします。

camel-aws2-s3 シンクコネクターにはそのまま使える transforms がありません。

camel-aws2-s3 シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.4. CAMEL-AWS2-S3-KAFKA-CONNECTOR のソース設定

camel-aws2-s3-kafka-connector をソースとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコ
ネクターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのソースコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-aws2-s3 ソースコネクターは、以下に示す 85 個のオプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.source.path.buck
etNameOrArn

バケット名または ARN。 null HIGH

org.apache.camel.kafkaconnector.aws2s3.converters.S3ObjectConverter

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-aws2-s3-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.aws2s3.CamelAws2s3SourceConnector
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camel.source.endpoint.
amazonS3Client

レジストリーの
com.amazonaws.services.s3.AmazonS3 への参
照。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
autoCreateBucket

S3 バケット bucketName の自動作成の設定。
moveAfterRead オプションが有効になってい
る場合も適用され、destinationBucket が存在
しない場合は作成されます。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
autoDiscoverClient

自動DiscoverClient メカニズムを設定すること
（true の場合）、コンポーネントはレジスト
リー内でクライアントインスタンスを自動的に
検索します。そうでないと、そのチェックはス
キップされます。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
overrideEndpoint

エンドポイントをオーバーライドする必要性を
設定します。このオプションは
uriEndpointOverride オプションと併用する必
要があります。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
pojoRequest

POJO リクエストをボディーとして使用するか
どうか。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
policy

com.amazonaws.services.s3.AmazonS3#setBu
cketPolicy() メソッドに設定されるこのキュー
のポリシー。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
proxyHost

SQS クライアントをインスタンス化するとき
にプロキシーホストを定義します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
proxyPort

クライアント定義内で使用されるプロキシー
ポートを指定します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
proxyProtocol

S3 クライアントをインスタンス化する際にプ
ロキシープロトコルを定義します。[HTTP] ま
たは [HTTPS] のいずれか。

"HTTPS" MEDIUM

camel.source.endpoint.
region

S3 クライアントが機能する必要があるリー
ジョン。このパラメーターを使用する場合、設
定には小文字のリージョン名を指定します (例
ap-east-1)。名前 Region.EU_WEST_1.id() を使
用する必要があります。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
trustAllCertificates

エンドポイントを上書きするときにすべての証
明書を信頼する場合。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
uriEndpointOverride

オーバーライドする URI エンドポイントを設定
します。このオプションは overrideEndpoint
オプションと併用する必要があります。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
useIAMCredentials

S3 クライアントが EC2 インスタンスでクレデ
ンシャルをロードすることを期待すべきか、ま
たは静的クレデンシャルが渡されることを期待
すべきかどうかを設定します。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
customerAlgorithm

CustomerKey が有効になっている場合に使用
するカスタマーアルゴリズムを定義します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
customerKeyId

CustomerKey が有効になっている場合に使用
するカスタマーキーの ID を定義します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
customerKeyMD5

CustomerKey が有効になっている場合に使用
するカスタマーキーの MD5 を定義します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
bridgeErrorHandler

コンシューマーの Camel ルーティングエラー
ハンドラーへのブリッジを許可します。よっ
て、コンシューマーが受信メッセージなどの取
得を試行している間に発生した例外は、メッ
セージとして処理され、ルーティングエラーハ
ンドラーによって処理されます。デフォルトで
は、コンシューマーは
org.apache.camel.spi.ExceptionHandler を使用
して例外に対応し、WARN または ERROR レベ
ルでログに記録され、無視されます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
deleteAfterRead

取得後に S3 からオブジェクトを削除します。
削除は、エクスチェンジがコミットされた場合
にのみ実行されます。ロールバックが発生する
と、オブジェクトは削除されません。このオプ
ションが false の場合、同じオブジェクトが
ポーリングで繰り返し取得されます。そのた
め、ルートで Idempotent Consumer EIP を使
用して重複を除外する必要があります。
AWS2S3Constants#BUCKET_NAME および
AWS2S3Constants#KEY ヘッダーを使用して
フィルターすることも、
AWS2S3Constants#KEY ヘッダーのみを使用
してフィルターすることもできます。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
delimiter

対象のオブジェクトのみを消費するために
com.amazonaws.services.s3.model.ListObjects
Request で使用される区切り文字。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
destinationBucket

moveAfterRead が true に設定されている場合
にオブジェクトを移動する必要がある宛先バ
ケットを定義します。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
destinationBucketPrefi
x

オブジェクトを移動する必要があり、
moveAfterRead が true に設定されている場合
に使用する宛先バケットプレフィックスを定義
します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
destinationBucketSuffi
x

オブジェクトを移動する必要があり、
moveAfterRead が true に設定されている場合
に使用する宛先バケットサフィックスを定義し
ます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
fileName

指定のファイル名を持つバケットからオブジェ
クトを取得します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.i
ncludeBody

true の場合、エクスチェンジボディーはファイ
ルの内容へのストリームに設定されます。false
の場合、ヘッダーは S3 オブジェクトメタデー
タで設定されますが、ボディーは null になりま
す。このオプションは、autocloseBody オプ
ションと密接に関係します。includeBody を
true に設定し、autocloseBody を false に設定
すると、S3Object ストリームを閉じるのは呼
び出し元によって異なります。autocloseBody
を true に設定すると、S3Object ストリームが
自動的に閉じられます。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.i
ncludeFolders

true の場合、フォルダー/ディレクトリーが消
費されます。false の場合は無視され、エクス
チェンジは作成されません。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
maxConnections

S3 クライアント設定の maxConnections パラ
メーターを設定します。

60 MEDIUM

camel.source.endpoint.
maxMessagesPerPoll

各ポーリングのポーリング制限としてメッセー
ジの最大数を取得します。各ポーリングのポー
リング制限としてメッセージの最大数を取得し
ます。デフォルト値は 10 です。0 または負の
値を使用すると、無制限として設定されます。

10 MEDIUM

camel.source.endpoint.
moveAfterRead

オブジェクトの取得後に S3 バケットから別の
バケットに移動します。操作を実行するには、
destinationBucket オプションを設定する必要
があります。copy bucket 操作は、エクスチェ
ンジがコミットされた場合にのみ実行されま
す。ロールバックが発生した場合、オブジェク
トは移動しません。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
prefix

対象のオブジェクトのみを消費するために
com.amazonaws.services.s3.model.ListObjects
Request で使用されるプレフィックス。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
sendEmptyMessageWh
enIdle

ポーリングコンシューマーがファイルをポーリ
ングしなかった場合、このオプションを有効に
して、代わりに空のメッセージ (ボディーなし)
を送信できます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
autocloseBody

このオプションが true で includeBody が true
の場合、エクスチェンジの完了時に
S3Object.close（）メソッドが呼び出されま
す。このオプションは includeBody オプション
と密接に関係しています。includeBody を true
に設定し、autocloseBody を false に設定する
と、S3Object ストリームを閉じるのは呼び出
し元によって異なります。autocloseBody を
true に設定すると、S3Object ストリームが自
動的に閉じられます。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
exceptionHandler

コンシューマーによるカスタム
ExceptionHandler の使用を許可します。
bridgeErrorHandler オプションが有効な場合
は、このオプションは使用されないことに注意
してください。デフォルトでは、コンシュー
マーは例外に対応し、WARN または ERROR レ
ベルでログに記録され、無視されます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
exchangePattern

コンシューマーがエクスチェンジを作成する際
に交換パターンを設定します。[InOnly]、
[InOut]、[InOptionalOut] のいずれか。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
pollStrategy

プラグ可能な
org.apache.camel.PollingConsumerPollingStrat
egy を使用すると、エクスチェンジが作成さ
れ、Camel でルーティングされる前に、通常は
ポーリング操作中に発生するエラー処理を制御
するカスタム実装が提供できます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
basicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
synchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
backoffErrorThreshold

backoffMultipler が開始する前に発生する必要
がある後続のエラーポーリング (エラーによっ
て失敗した) の数。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
backoffIdleThreshold

backoffMultipler が開始する前に発生する必要
がある後続のアイドルポーリングの数。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
backoffMultiplier

後続のアイドル状態/エラーが連続して発生し
た場合に、スケジュールされたポーリングコン
シューマーのバックオフを許可します。乗数
は、実際に次の試行が行われる前にスキップさ
れるポーリングの数です。このオプションが使
用されている場合は、backoffIdleThreshold や
backoffErrorThreshold も設定する必要があり
ます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
delay

次のポーリングまでの時間 (ミリ秒単位)。 500L MEDIUM

camel.source.endpoint.
greedy

greedy が有効で、以前の実行が 1 つ以上のメッ
セージをポーリングした場合、
ScheduledPollConsumer は即座に再度実行さ
れます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.i
nitialDelay

最初のポーリングが開始されるまでの時間 (ミ
リ秒単位)。

1000L MEDIUM

camel.source.endpoint.
repeatCount

実行の最大数を指定します。そのため、これを
1 に設定するとスケジューラーは 1 度だけ実行
されます。これを 5 に設定した場合、5 回だけ
実行されます。0 または負の値を設定すると、
無制限に実行されます。

0L MEDIUM

camel.source.endpoint.
runLoggingLevel

コンシューマーはポーリング時に開始/完了の
ログ行を記録します。このオプションを使用す
ると、ログレベルを設定できます。[TRACE]、
[DEBUG]、[INFO]、[WARN]、[ERROR]、
[OFF] のいずれか。

"TRACE" MEDIUM

camel.source.endpoint.
scheduledExecutorSer
vice

コンシューマーに使用するカスタム/共有ス
レッドプールを設定できます。デフォルトで
は、各コンシューマーに独自の単一スレッドの
スレッドプールがあります。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
scheduler

camel-spring または camel-quartz コンポーネ
ントから cron スケジューラーを使用します。
スケジューラーにビルドされた値 spring また
は quartz を使用。

"none" MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
schedulerProperties

カスタムスケジューラーまたは Quartz や
Spring ベースのスケジューラーを使用する場合
に、追加のプロパティーを設定します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
startScheduler

スケジューラーを自動起動するかどうか。 true MEDIUM

camel.source.endpoint.
timeUnit

initialDelay および delay オプションの時間単
位。[NANOSECONDS]、
[MICROSECONDS]、[MILLISECONDS]、
[SECONDS]、[MINUTES]、[HOURS]、
[DAYS] のいずれか。

"MILLISECO
NDS"

MEDIUM

camel.source.endpoint.
useFixedDelay

固定遅延または固定レートを使用するかどうか
を制御します。詳細は、JDK の
ScheduledExecutorService を参照してくださ
い。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
accessKey

Amazon AWS Access Key null MEDIUM

camel.source.endpoint.
secretKey

Amazon AWS Secret Key null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.amazonS3Client

レジストリーの
com.amazonaws.services.s3.AmazonS3 への参
照。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.autoCreateBucket

S3 バケット bucketName の自動作成の設定。
moveAfterRead オプションが有効になってい
る場合も適用され、destinationBucket が存在
しない場合は作成されます。

true MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.autoDiscoverClient

自動DiscoverClient メカニズムを設定すること
（true の場合）、コンポーネントはレジスト
リー内でクライアントインスタンスを自動的に
検索します。そうでないと、そのチェックはス
キップされます。

true MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.configuration

コンポーネントの設定。 null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.overrideEndpoint

エンドポイントをオーバーライドする必要性を
設定します。このオプションは
uriEndpointOverride オプションと併用する必
要があります。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.pojoRequest

POJO リクエストをボディーとして使用するか
どうか。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

Red Hat Integration 2020-Q4 Camel Kafka Connector のスタートガイドのスタートガイド

46



camel.component.aws2
-s3.policy

com.amazonaws.services.s3.AmazonS3#setBu
cketPolicy() メソッドに設定されるこのキュー
のポリシー。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.proxyHost

SQS クライアントをインスタンス化するとき
にプロキシーホストを定義します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.proxyPort

クライアント定義内で使用されるプロキシー
ポートを指定します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.proxyProtocol

S3 クライアントをインスタンス化する際にプ
ロキシープロトコルを定義します。[HTTP] ま
たは [HTTPS] のいずれか。

"HTTPS" MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.region

S3 クライアントが機能する必要があるリー
ジョン。このパラメーターを使用する場合、設
定には小文字のリージョン名を指定します (例
ap-east-1)。名前 Region.EU_WEST_1.id() を使
用する必要があります。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.trustAllCertificates

エンドポイントを上書きするときにすべての証
明書を信頼する場合。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-
s3.uriEndpointOverride

オーバーライドする URI エンドポイントを設定
します。このオプションは overrideEndpoint
オプションと併用する必要があります。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.useIAMCredentials

S3 クライアントが EC2 インスタンスでクレデ
ンシャルをロードすることを期待すべきか、ま
たは静的クレデンシャルが渡されることを期待
すべきかどうかを設定します。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.customerAlgorithm

CustomerKey が有効になっている場合に使用
するカスタマーアルゴリズムを定義します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.customerKeyId

CustomerKey が有効になっている場合に使用
するカスタマーキーの ID を定義します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.customerKeyMD5

CustomerKey が有効になっている場合に使用
するカスタマーキーの MD5 を定義します。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.aws2
-s3.bridgeErrorHandler

コンシューマーの Camel ルーティングエラー
ハンドラーへのブリッジを許可します。よっ
て、コンシューマーが受信メッセージなどの取
得を試行している間に発生した例外は、メッ
セージとして処理され、ルーティングエラーハ
ンドラーによって処理されます。デフォルトで
は、コンシューマーは
org.apache.camel.spi.ExceptionHandler を使用
して例外に対応し、WARN または ERROR レベ
ルでログに記録され、無視されます。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.deleteAfterRead

取得後に S3 からオブジェクトを削除します。
削除は、エクスチェンジがコミットされた場合
にのみ実行されます。ロールバックが発生する
と、オブジェクトは削除されません。このオプ
ションが false の場合、同じオブジェクトが
ポーリングで繰り返し取得されます。そのた
め、ルートで Idempotent Consumer EIP を使
用して重複を除外する必要があります。
AWS2S3Constants#BUCKET_NAME および
AWS2S3Constants#KEY ヘッダーを使用して
フィルターすることも、
AWS2S3Constants#KEY ヘッダーのみを使用
してフィルターすることもできます。

true MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.delimiter

対象のオブジェクトのみを消費するために
com.amazonaws.services.s3.model.ListObjects
Request で使用される区切り文字。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.destinationBucket

moveAfterRead が true に設定されている場合
にオブジェクトを移動する必要がある宛先バ
ケットを定義します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-
s3.destinationBucketPr
efix

オブジェクトを移動する必要があり、
moveAfterRead が true に設定されている場合
に使用する宛先バケットプレフィックスを定義
します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-
s3.destinationBucketS
uffix

オブジェクトを移動する必要があり、
moveAfterRead が true に設定されている場合
に使用する宛先バケットサフィックスを定義し
ます。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.fileName

指定のファイル名を持つバケットからオブジェ
クトを取得します。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.aws2
-s3.includeBody

true の場合、エクスチェンジボディーはファイ
ルの内容へのストリームに設定されます。false
の場合、ヘッダーは S3 オブジェクトメタデー
タで設定されますが、ボディーは null になりま
す。このオプションは、autocloseBody オプ
ションと密接に関係します。includeBody を
true に設定し、autocloseBody を false に設定
すると、S3Object ストリームを閉じるのは呼
び出し元によって異なります。autocloseBody
を true に設定すると、S3Object ストリームが
自動的に閉じられます。

true MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.includeFolders

true の場合、フォルダー/ディレクトリーが消
費されます。false の場合は無視され、エクス
チェンジは作成されません。

true MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.moveAfterRead

オブジェクトの取得後に S3 バケットから別の
バケットに移動します。操作を実行するには、
destinationBucket オプションを設定する必要
があります。copy bucket 操作は、エクスチェ
ンジがコミットされた場合にのみ実行されま
す。ロールバックが発生した場合、オブジェク
トは移動しません。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.prefix

対象のオブジェクトのみを消費するために
com.amazonaws.services.s3.model.ListObjects
Request で使用されるプレフィックス。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.autocloseBody

このオプションが true で includeBody が true
の場合、エクスチェンジの完了時に
S3Object.close（）メソッドが呼び出されま
す。このオプションは includeBody オプション
と密接に関係しています。includeBody を true
に設定し、autocloseBody を false に設定する
と、S3Object ストリームを閉じるのは呼び出
し元によって異なります。autocloseBody を
true に設定すると、S3Object ストリームが自
動的に閉じられます。

true MEDIUM

camel.component.aws2
-
s3.basicPropertyBindin
g

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.accessKey

Amazon AWS Access Key null MEDIUM

camel.component.aws2
-s3.secretKey

Amazon AWS Secret Key null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel-aws2-s3 シンクコネクターは、以下に示すそのまま使えるコンバーターを 1 つサポートします。

camel-aws2-s3 シンクコネクターにはそのまま使える transforms がありません。

camel-aws2-s3 シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.5. CAMEL-AWS2-SNS-KAFKA-CONNECTOR のシンク設定

camel-aws2-sns-kafka-connector をシンクとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコ
ネクターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのシンクコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-aws2-sns シンクコネクターは、以下に示す 42 オプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.sink.path.topicN
ameOrArn

TOPIC 名または ARN。 null HIGH

camel.sink.endpoint.am
azonSNSClient

AmazonSNS をクライアントとして使用しま
す。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.aut
oCreateTopic

トピックの自動作成を設定します。 true MEDIUM

camel.sink.endpoint.aut
oDiscoverClient

自動DiscoverClient メカニズムを設定すること
（true の場合）、コンポーネントはレジスト
リー内でクライアントインスタンスを自動的に
検索します。そうでないと、そのチェックはス
キップされます。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.he
aderFilterStrategy

カスタムの HeaderFilterStrategy を使用して、
ヘッダーから Camel または Camel からヘッ
ダーにマッピングします。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.km
sMasterKeyId

Amazon SNS の AWS 管理のカスタマーマス
ターキー (CMK) の ID またはカスタム CMK の
ID。

null MEDIUM

org.apache.camel.kafkaconnector.aws2s3.converters.S3ObjectConverter

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-aws2-sns-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.aws2sns.CamelAws2snsSinkConnector

Red Hat Integration 2020-Q4 Camel Kafka Connector のスタートガイドのスタートガイド

50



camel.sink.endpoint.laz
yStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.me
ssageStructure

json などの使用するメッセージ構造。 null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pol
icy

このキューのポリシー null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyHost

SNS クライアントをインスタンス化するとき
にプロキシーホストを定義します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyPort

SNS クライアントをインスタンス化するとき
にプロキシーポートを定義します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyProtocol

SNS クライアントをインスタンス化する際に
プロキシープロトコルを定義します。[HTTP]
または [HTTPS] のいずれか。

"HTTPS" MEDIUM

camel.sink.endpoint.qu
eueUrl

サブスクライブする queueUrl。 null MEDIUM

camel.sink.endpoint.reg
ion

SNS クライアントが機能する必要があるリー
ジョン。このパラメーターを使用する場合、設
定には小文字のリージョン名を指定します (例
ap-east-1)。名前 Region.EU_WEST_1.id() を使
用する必要があります。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.ser
verSideEncryptionEnab
led

サーバー側の暗号化がトピックで有効であるか
どうかを定義します。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.su
bject

メッセージヘッダー 'CamelAwsSnsSubject' が
存在しない場合に使用されるサブジェクト。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.su
bscribeSNStoSQS

SNS トピックと SQS との間のサブスクリプ
ションを完了する必要があるかどうかを定義し
ます。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.tru
stAllCertificates

エンドポイントを上書きするときにすべての証
明書を信頼する場合。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.ba
sicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.sy
nchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.ac
cessKey

Amazon AWS Access Key null MEDIUM

camel.sink.endpoint.sec
retKey

Amazon AWS Secret Key null MEDIUM

camel.component.aws2
-sns.amazonSNSClient

AmazonSNS をクライアントとして使用しま
す。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sns.autoCreateTopic

トピックの自動作成を設定します。 true MEDIUM

camel.component.aws2
-
sns.autoDiscoverClient

自動DiscoverClient メカニズムを設定すること
（true の場合）、コンポーネントはレジスト
リー内でクライアントインスタンスを自動的に
検索します。そうでないと、そのチェックはス
キップされます。

true MEDIUM

camel.component.aws2
-sns.configuration

コンポーネントの設定 null MEDIUM

camel.component.aws2
-sns.kmsMasterKeyId

Amazon SNS の AWS 管理のカスタマーマス
ターキー (CMK) の ID またはカスタム CMK の
ID。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.aws2
-sns.lazyStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-sns.messageStructure

json などの使用するメッセージ構造。 null MEDIUM

camel.component.aws2
-sns.policy

このキューのポリシー null MEDIUM

camel.component.aws2
-sns.proxyHost

SNS クライアントをインスタンス化するとき
にプロキシーホストを定義します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sns.proxyPort

SNS クライアントをインスタンス化するとき
にプロキシーポートを定義します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sns.proxyProtocol

SNS クライアントをインスタンス化する際に
プロキシープロトコルを定義します。[HTTP]
または [HTTPS] のいずれか。

"HTTPS" MEDIUM

camel.component.aws2
-sns.queueUrl

サブスクライブする queueUrl。 null MEDIUM

camel.component.aws2
-sns.region

SNS クライアントが機能する必要があるリー
ジョン。このパラメーターを使用する場合、設
定には小文字のリージョン名を指定します (例
ap-east-1)。名前 Region.EU_WEST_1.id() を使
用する必要があります。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-
sns.serverSideEncrypti
on Enabled

サーバー側の暗号化がトピックで有効であるか
どうかを定義します。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-sns.subject

メッセージヘッダー 'CamelAwsSnsSubject' が
存在しない場合に使用されるサブジェクト。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.aws2
-
sns.subscribeSNStoSQ
S

SNS トピックと SQS との間のサブスクリプ
ションを完了する必要があるかどうかを定義し
ます。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-
sns.trustAllCertificates

エンドポイントを上書きするときにすべての証
明書を信頼する場合。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-
sns.basicPropertyBindi
ng

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-sns.accessKey

Amazon AWS Access Key null MEDIUM

camel.component.aws2
-sns.secretKey

Amazon AWS Secret Key null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-aws2-sns シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-aws2-sns シンクコネクターには、そのまま使える transforms がありません。

camel-aws2-sns シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.6. CAMEL-AWS2-SQS-KAFKA-CONNECTOR のシンク設定

camel-aws2-sqs-kafka-connector をシンクとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコ
ネクターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのシンクコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-aws2-sqs シンクコネクターは、以下に示す 56 個のオプションをサポートします。

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-aws2-sqs-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.aws2sqs.CamelAws2sqsSinkConnector
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名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.sink.path.queue
NameOrArn

キュー名または ARN。 null HIGH

camel.sink.endpoint.am
azonAWSHost

Amazon AWS クラウドのホスト名。 "amazonaws.
com"

MEDIUM

camel.sink.endpoint.am
azonSQSClient

AmazonSQS をクライアントとして使用しま
す。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.aut
oCreateQueue

キューの自動作成の設定。 true MEDIUM

camel.sink.endpoint.aut
oDiscoverClient

自動DiscoverClient メカニズムを設定すること
（true の場合）、コンポーネントはレジスト
リー内でクライアントインスタンスを自動的に
検索します。そうでないと、そのチェックはス
キップされます。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.he
aderFilterStrategy

カスタムの HeaderFilterStrategy を使用して、
ヘッダーから Camel または Camel からヘッ
ダーにマッピングします。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
otocol

SQS との通信に使用される基礎となるプロト
コル。

"https" MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyProtocol

SQS クライアントをインスタンス化する際に
プロキシープロトコルを定義します。[HTTP]
または [HTTPS] のいずれか。

"HTTPS" MEDIUM

camel.sink.endpoint.qu
eueOwnerAWSAccount
Id

異なるアカウント所有者でキューを接続する必
要がある場合は、キュー所有者の aws アカウン
ト ID を指定します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.reg
ion

SQS クライアントが機能する必要があるリー
ジョン。このパラメーターを使用する場合、設
定には小文字のリージョン名を指定します (例
ap-east-1)。名前 Region.EU_WEST_1.id() を使
用する必要があります。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.tru
stAllCertificates

エンドポイントを上書きするときにすべての証
明書を信頼する場合。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.del
aySeconds

数秒間メッセージの送信を遅延します。 null MEDIUM
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camel.sink.endpoint.laz
yStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.me
ssageDeduplicationIdS
trategy

FIFOキューの場合のみ。メッセージに
messageDeduplicationId を設定するストラテ
ジー。useExchangeId または
useContentBasedDeduplication のいずれかを
オプションとして使用できます。
useContentBasedDeduplication オプションで
は、メッセージに messageDeduplicationId が
設定されません。 [useExchangeId] または
[useContentBasedDeduplication] のいずれ
か。

"useExchang
eId"

MEDIUM

camel.sink.endpoint.me
ssageGroupIdStrategy

FIFOキューの場合のみ。メッセージに
messageGroupId を設定するストラテジー。
useConstant、useExchangeId、
usePropertyValue のいずれかをオプションと
して使用できます。usePropertyValue オプ
ションでは、CamelAwsMessageGroupId プロ
パティーの値が使用されます。
[useConstant]、[useExchangeId]、
[usePropertyValue] のいずれか。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.op
eration

ユーザーがメッセージ 1 つだけを送信したくな
い場合に実行する操作。
[sendBatchMessage]、[deleteMessage]、
[listQueues]、[purgeQueue] のいずれか。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.ba
sicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.del
ayQueue

delaySeconds オプションをキューまたは単一
のメッセージに適用するかどうかを定義しま
す。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.qu
eueUrl

queueUrl を明示的に定義します。queueUrl に
影響を与えるその他のパラメーターはすべて無
視されます。このパラメーターは、テストのた
めに SQS の仮実装 (モック) に接続すること目
的としています。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.sy
nchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyHost

SQS クライアントをインスタンス化するとき
にプロキシーホストを定義します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyPort

SQS クライアントをインスタンス化するとき
にプロキシーポートを定義します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.ma
ximumMessageSize

SQS メッセージに含まれる最大
MessageSize（バイト単位）。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.me
ssageRetentionPeriod

messageRetentionPeriod（秒単位）は、この
キューの SQS によってメッセージが保持され
ます。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pol
icy

このキューのポリシー null MEDIUM

camel.sink.endpoint.rec
eiveMessageWaitTime
Seconds

要求で WaitTimeSeconds を指定しない場合、
キュー属性 ReceiveMessageWaitTimeSeconds
を使用して待機する期間を決定します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.red
rivePolicy

DeadLetter キューに送信するポリシーを指定
します。詳細は、Amazon ドキュメント を参照
してください。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.ac
cessKey

Amazon AWS Access Key null MEDIUM

camel.sink.endpoint.sec
retKey

Amazon AWS Secret Key null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.amazonAWSHost

Amazon AWS クラウドのホスト名。 "amazonaws.
com"

MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.amazonSQSClient

AmazonSQS をクライアントとして使用しま
す。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.autoCreateQueue

キューの自動作成の設定。 true MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.aws2
-
sqs.autoDiscoverClient

自動DiscoverClient メカニズムを設定すること
（true の場合）、コンポーネントはレジスト
リー内でクライアントインスタンスを自動的に
検索します。そうでないと、そのチェックはス
キップされます。

true MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.configuration

AWS SQS のデフォルト設定 null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.protocol

SQS との通信に使用される基礎となるプロト
コル。

"https" MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.proxyProtocol

SQS クライアントをインスタンス化する際に
プロキシープロトコルを定義します。[HTTP]
または [HTTPS] のいずれか。

"HTTPS" MEDIUM

camel.component.aws2
-
sqs.queueOwnerAWSA
ccountId

異なるアカウント所有者でキューを接続する必
要がある場合は、キュー所有者の aws アカウン
ト ID を指定します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.region

SQS クライアントが機能する必要があるリー
ジョン。このパラメーターを使用する場合、設
定には小文字のリージョン名を指定します (例
ap-east-1)。名前 Region.EU_WEST_1.id() を使
用する必要があります。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-
sqs.trustAllCertificates

エンドポイントを上書きするときにすべての証
明書を信頼する場合。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.delaySeconds

数秒間メッセージの送信を遅延します。 null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.lazyStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.aws2
-
sqs.messageDeduplicat
ionId Strategy

FIFOキューの場合のみ。メッセージに
messageDeduplicationId を設定するストラテ
ジー。useExchangeId または
useContentBasedDeduplication のいずれかを
オプションとして使用できます。
useContentBasedDeduplication オプションで
は、メッセージに messageDeduplicationId が
設定されません。 [useExchangeId] または
[useContentBasedDeduplication] のいずれ
か。

"useExchang
eId"

MEDIUM

camel.component.aws2
-
sqs.messageGroupIdSt
rategy

FIFOキューの場合のみ。メッセージに
messageGroupId を設定するストラテジー。
useConstant、useExchangeId、
usePropertyValue のいずれかをオプションと
して使用できます。usePropertyValue オプ
ションでは、CamelAwsMessageGroupId プロ
パティーの値が使用されます。
[useConstant]、[useExchangeId]、
[usePropertyValue] のいずれか。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.operation

ユーザーがメッセージ 1 つだけを送信したくな
い場合に実行する操作。
[sendBatchMessage]、[deleteMessage]、
[listQueues]、[purgeQueue] のいずれか。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-
sqs.basicPropertyBindi
ng

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.delayQueue

delaySeconds オプションをキューまたは単一
のメッセージに適用するかどうかを定義しま
す。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.queueUrl

queueUrl を明示的に定義します。queueUrl に
影響を与えるその他のパラメーターはすべて無
視されます。このパラメーターは、テストのた
めに SQS の仮実装 (モック) に接続すること目
的としています。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.proxyHost

SQS クライアントをインスタンス化するとき
にプロキシーホストを定義します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.proxyPort

SQS クライアントをインスタンス化するとき
にプロキシーポートを定義します。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.aws2
-
sqs.maximumMessageS
ize

SQS メッセージに含まれる最大
MessageSize（バイト単位）。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-
sqs.messageRetention
Period

messageRetentionPeriod（秒単位）は、この
キューの SQS によってメッセージが保持され
ます。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.policy

このキューのポリシー null MEDIUM

camel.component.aws2
-
sqs.receiveMessageWai
tTime Seconds

要求で WaitTimeSeconds を指定しない場合、
キュー属性 ReceiveMessageWaitTimeSeconds
を使用して待機する期間を決定します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.redrivePolicy

DeadLetter キューに送信するポリシーを指定
します。詳細は、Amazon ドキュメント を参照
してください。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.accessKey

Amazon AWS Access Key null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.secretKey

Amazon AWS Secret Key null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-aws2-sqs シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-aws2-sqs シンクコネクターには、そのまま使える transforms がありません。

camel-aws2-sqs シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.7. CAMEL-AWS2-SQS-KAFKA-CONNECTOR SOURCE
CONFIGURATION

camel-aws2-sqs-kafka-connector をソースとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコ
ネクターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのソースコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-aws2-sqs-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>
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camel-aws2-sqs ソースコネクターは、以下に示す 91 オプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.source.path.queu
eNameOrArn

キュー名または ARN。 null HIGH

camel.source.endpoint.
amazonAWSHost

Amazon AWS クラウドのホスト名。 "amazonaws.
com"

MEDIUM

camel.source.endpoint.
amazonSQSClient

AmazonSQS をクライアントとして使用しま
す。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
autoCreateQueue

キューの自動作成の設定。 true MEDIUM

camel.source.endpoint.
autoDiscoverClient

自動DiscoverClient メカニズムを設定すること
（true の場合）、コンポーネントはレジスト
リー内でクライアントインスタンスを自動的に
検索します。そうでないと、そのチェックはス
キップされます。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
headerFilterStrategy

カスタムの HeaderFilterStrategy を使用して、
ヘッダーから Camel または Camel からヘッ
ダーにマッピングします。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
protocol

SQS との通信に使用される基礎となるプロト
コル。

"https" MEDIUM

camel.source.endpoint.
proxyProtocol

SQS クライアントをインスタンス化する際に
プロキシープロトコルを定義します。[HTTP]
または [HTTPS] のいずれか。

"HTTPS" MEDIUM

camel.source.endpoint.
queueOwnerAWSAcco
untId

異なるアカウント所有者でキューを接続する必
要がある場合は、キュー所有者の aws アカウン
ト ID を指定します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
region

SQS クライアントが機能する必要があるリー
ジョン。このパラメーターを使用する場合、設
定には小文字のリージョン名を指定します (例
ap-east-1)。名前 Region.EU_WEST_1.id() を使
用する必要があります。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
trustAllCertificates

エンドポイントを上書きするときにすべての証
明書を信頼する場合。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
attributeNames

消費時に受け取る属性名のリスト。複数の名前
はコンマで区切ることができます。

null MEDIUM

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.aws2sqs.CamelAws2sqsSourceConnector
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camel.source.endpoint.
bridgeErrorHandler

コンシューマーの Camel ルーティングエラー
ハンドラーへのブリッジを許可します。よっ
て、コンシューマーが受信メッセージなどの取
得を試行している間に発生した例外は、メッ
セージとして処理され、ルーティングエラーハ
ンドラーによって処理されます。デフォルトで
は、コンシューマーは
org.apache.camel.spi.ExceptionHandler を使用
して例外に対応し、WARN または ERROR レベ
ルでログに記録され、無視されます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
concurrentConsumers

複数のスレッドを使用して sqs キューをポーリ
ングしてスループットを高めることが可能

1 MEDIUM

camel.source.endpoint.
defaultVisibilityTimeou
t

デフォルトの可視性タイムアウト（秒単位） null MEDIUM

camel.source.endpoint.
deleteAfterRead

読み取り後に SQS からメッセージを削除しま
す。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
deleteIfFiltered

エクスチェンジがフィルターを経由できない場
合は DeleteMessage を SQS キューに送信する
かどうか。'false' とエクスチェンジがルートの
Camel フィルターアップストリームを介して行
われない場合は、DeleteMessage を送信しな
いでください。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
extendMessageVisibilit
y

有効にすると、スケジュールされたバックグラ
ウンドタスクでは SQS のメッセージの表示が
維持されます。これは、メッセージの処理に長
い時間がかかる場合に必要です。true に設定し
た場合は、defaultVisibilityTimeout を設定する
必要があります。詳細は、Amazon ドキュメン
ト を参照してください。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
kmsDataKeyReusePeri
odSeconds

Amazon SQS がデータキーを再利用して、
AWS KMS を再度呼び出す前にメッセージを暗
号化または復号化できる期間（秒単位）。60
秒から 86,400 秒（24 時間）までの秒数を表
します。デフォルト： 300（5 分）

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
kmsMasterKeyId

Amazon SQS の AWS 管理のカスタマーマス
ターキー(CMK)の ID またはカスタム CMK の
ID。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
maxMessagesPerPoll

各ポーリングのポーリング制限としてメッセー
ジの最大数を取得します。デフォルトは無制限
ですが、0 または負の値を使用して無制限とし
て無効にします。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
messageAttributeNam
es

消費時に受信するメッセージ属性名のリスト。
複数の名前はコンマで区切ることができます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
sendEmptyMessageWh
enIdle

ポーリングコンシューマーがファイルをポーリ
ングしなかった場合、このオプションを有効に
して、代わりに空のメッセージ (ボディーなし)
を送信できます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
serverSideEncryptionE
nabled

サーバー側の暗号化がキューで有効になってい
るかどうかを定義します。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
visibilityTimeout

com.amazonaws.services.sqs.model.SetQueue
AttributesRequest に設定される
ReceiveMessage リクエストによって取得され
た後、受信したメッセージが後続の取得リクエ
ストから表示されない期間（秒単位）。これ
は、defaultVisibilityTimeout とは異なる場合に
のみ有効です。キューの可視性のタイムアウト
属性を永続的に変更します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
waitTimeSeconds

ReceiveMessage アクション呼び出しが応答に
含めるキューにメッセージが待機する期間（0
から 20）。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
exceptionHandler

コンシューマーによるカスタム
ExceptionHandler の使用を許可します。
bridgeErrorHandler オプションが有効な場合
は、このオプションは使用されないことに注意
してください。デフォルトでは、コンシュー
マーは例外に対応し、WARN または ERROR レ
ベルでログに記録され、無視されます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
exchangePattern

コンシューマーがエクスチェンジを作成する際
に交換パターンを設定します。[InOnly]、
[InOut]、[InOptionalOut] のいずれか。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
pollStrategy

プラグ可能な
org.apache.camel.PollingConsumerPollingStrat
egy を使用すると、エクスチェンジが作成さ
れ、Camel でルーティングされる前に、通常は
ポーリング操作中に発生するエラー処理を制御
するカスタム実装が提供できます。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
basicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
delayQueue

delaySeconds オプションをキューまたは単一
のメッセージに適用するかどうかを定義しま
す。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
queueUrl

queueUrl を明示的に定義します。queueUrl に
影響を与えるその他のパラメーターはすべて無
視されます。このパラメーターは、テストのた
めに SQS の仮実装 (モック) に接続すること目
的としています。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
synchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
proxyHost

SQS クライアントをインスタンス化するとき
にプロキシーホストを定義します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
proxyPort

SQS クライアントをインスタンス化するとき
にプロキシーポートを定義します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
maximumMessageSize

SQS メッセージに含まれる最大
MessageSize（バイト単位）。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
messageRetentionPeri
od

messageRetentionPeriod（秒単位）は、この
キューの SQS によってメッセージが保持され
ます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
policy

このキューのポリシー null MEDIUM

camel.source.endpoint.
receiveMessageWaitTi
me Seconds

要求で WaitTimeSeconds を指定しない場合、
キュー属性 ReceiveMessageWaitTimeSeconds
を使用して待機する期間を決定します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
redrivePolicy

DeadLetter キューに送信するポリシーを指定
します。詳細は、Amazon ドキュメント を参照
してください。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
backoffErrorThreshold

backoffMultipler が開始する前に発生する必要
がある後続のエラーポーリング (エラーによっ
て失敗した) の数。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
backoffIdleThreshold

backoffMultipler が開始する前に発生する必要
がある後続のアイドルポーリングの数。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
backoffMultiplier

後続のアイドル状態/エラーが連続して発生し
た場合に、スケジュールされたポーリングコン
シューマーのバックオフを許可します。乗数
は、実際に次の試行が行われる前にスキップさ
れるポーリングの数です。このオプションが使
用されている場合は、backoffIdleThreshold や
backoffErrorThreshold も設定する必要があり
ます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
delay

次のポーリングまでの時間 (ミリ秒単位)。 500L MEDIUM

camel.source.endpoint.
greedy

greedy が有効で、以前の実行が 1 つ以上のメッ
セージをポーリングした場合、
ScheduledPollConsumer は即座に再度実行さ
れます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.i
nitialDelay

最初のポーリングが開始されるまでの時間 (ミ
リ秒単位)。

1000L MEDIUM

camel.source.endpoint.
repeatCount

実行の最大数を指定します。そのため、これを
1 に設定するとスケジューラーは 1 度だけ実行
されます。これを 5 に設定した場合、5 回だけ
実行されます。0 または負の値を設定すると、
無制限に実行されます。

0L MEDIUM

camel.source.endpoint.
runLoggingLevel

コンシューマーはポーリング時に開始/完了の
ログ行を記録します。このオプションを使用す
ると、ログレベルを設定できます。[TRACE]、
[DEBUG]、[INFO]、[WARN]、[ERROR]、
[OFF] のいずれか。

"TRACE" MEDIUM

camel.source.endpoint.
scheduledExecutorSer
vice

コンシューマーに使用するカスタム/共有ス
レッドプールを設定できます。デフォルトで
は、各コンシューマーに独自の単一スレッドの
スレッドプールがあります。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
scheduler

camel-spring または camel-quartz コンポーネ
ントから cron スケジューラーを使用します。
スケジューラーにビルドされた値 spring また
は quartz を使用。

"none" MEDIUM

camel.source.endpoint.
schedulerProperties

カスタムスケジューラーまたは Quartz や
Spring ベースのスケジューラーを使用する場合
に、追加のプロパティーを設定します。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
startScheduler

スケジューラーを自動起動するかどうか。 true MEDIUM

camel.source.endpoint.
timeUnit

initialDelay および delay オプションの時間単
位。[NANOSECONDS]、
[MICROSECONDS]、[MILLISECONDS]、
[SECONDS]、[MINUTES]、[HOURS]、
[DAYS] のいずれか。

"MILLISECO
NDS"

MEDIUM

camel.source.endpoint.
useFixedDelay

固定遅延または固定レートを使用するかどうか
を制御します。詳細は、JDK の
ScheduledExecutorService を参照してくださ
い。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
accessKey

Amazon AWS Access Key null MEDIUM

camel.source.endpoint.
secretKey

Amazon AWS Secret Key null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.amazonAWSHost

Amazon AWS クラウドのホスト名。 "amazonaws.
com"

MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.amazonSQSClient

AmazonSQS をクライアントとして使用しま
す。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.autoCreateQueue

キューの自動作成の設定。 true MEDIUM

camel.component.aws2
-
sqs.autoDiscoverClient

自動DiscoverClient メカニズムを設定すること
（true の場合）、コンポーネントはレジスト
リー内でクライアントインスタンスを自動的に
検索します。そうでないと、そのチェックはス
キップされます。

true MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.configuration

AWS SQS のデフォルト設定 null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.protocol

SQS との通信に使用される基礎となるプロト
コル。

"https" MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.proxyProtocol

SQS クライアントをインスタンス化する際に
プロキシープロトコルを定義します。[HTTP]
または [HTTPS] のいずれか。

"HTTPS" MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.aws2
-
sqs.queueOwnerAWSA
ccountId

異なるアカウント所有者でキューを接続する必
要がある場合は、キュー所有者の aws アカウン
ト ID を指定します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.region

SQS クライアントが機能する必要があるリー
ジョン。このパラメーターを使用する場合、設
定には小文字のリージョン名を指定します (例
ap-east-1)。名前 Region.EU_WEST_1.id() を使
用する必要があります。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-
sqs.trustAllCertificates

エンドポイントを上書きするときにすべての証
明書を信頼する場合。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.attributeNames

消費時に受け取る属性名のリスト。複数の名前
はコンマで区切ることができます。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-
sqs.bridgeErrorHandler

コンシューマーの Camel ルーティングエラー
ハンドラーへのブリッジを許可します。よっ
て、コンシューマーが受信メッセージなどの取
得を試行している間に発生した例外は、メッ
セージとして処理され、ルーティングエラーハ
ンドラーによって処理されます。デフォルトで
は、コンシューマーは
org.apache.camel.spi.ExceptionHandler を使用
して例外に対応し、WARN または ERROR レベ
ルでログに記録され、無視されます。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-
sqs.concurrentConsum
ers

複数のスレッドを使用して sqs キューをポーリ
ングしてスループットを高めることが可能

1 MEDIUM

camel.component.aws2
-
sqs.defaultVisibilityTim
eout

デフォルトの可視性タイムアウト（秒単位） null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.deleteAfterRead

読み取り後に SQS からメッセージを削除しま
す。

true MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.deleteIfFiltered

エクスチェンジがフィルターを経由できない場
合は DeleteMessage を SQS キューに送信する
かどうか。'false' とエクスチェンジがルートの
Camel フィルターアップストリームを介して行
われない場合は、DeleteMessage を送信しな
いでください。

true MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.aws2
-
sqs.extendMessageVisi
bility

有効にすると、スケジュールされたバックグラ
ウンドタスクでは SQS のメッセージの表示が
維持されます。これは、メッセージの処理に長
い時間がかかる場合に必要です。true に設定し
た場合は、defaultVisibilityTimeout を設定する
必要があります。詳細は、Amazon ドキュメン
ト を参照してください。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-
sqs.kmsDataKeyReuse
Period Seconds

Amazon SQS がデータキーを再利用して、
AWS KMS を再度呼び出す前にメッセージを暗
号化または復号化できる期間（秒単位）。60
秒から 86,400 秒（24 時間）までの秒数を表
します。デフォルト： 300（5 分）

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.kmsMasterKeyId

Amazon SQS の AWS 管理のカスタマーマス
ターキー(CMK)の ID またはカスタム CMK の
ID。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-
sqs.messageAttributeN
ames

消費時に受信するメッセージ属性名のリスト。
複数の名前はコンマで区切ることができます。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-
sqs.serverSideEncrypti
on Enabled

サーバー側の暗号化がキューで有効になってい
るかどうかを定義します。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.visibilityTimeout

com.amazonaws.services.sqs.model.SetQueue
AttributesRequest に設定される
ReceiveMessage リクエストによって取得され
た後、受信したメッセージが後続の取得リクエ
ストから表示されない期間（秒単位）。これ
は、defaultVisibilityTimeout とは異なる場合に
のみ有効です。キューの可視性のタイムアウト
属性を永続的に変更します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.waitTimeSeconds

ReceiveMessage アクション呼び出しが応答に
含めるキューにメッセージが待機する期間（0
から 20）。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-
sqs.basicPropertyBindi
ng

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.delayQueue

delaySeconds オプションをキューまたは単一
のメッセージに適用するかどうかを定義しま
す。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.aws2
-sqs.queueUrl

queueUrl を明示的に定義します。queueUrl に
影響を与えるその他のパラメーターはすべて無
視されます。このパラメーターは、テストのた
めに SQS の仮実装 (モック) に接続すること目
的としています。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.proxyHost

SQS クライアントをインスタンス化するとき
にプロキシーホストを定義します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.proxyPort

SQS クライアントをインスタンス化するとき
にプロキシーポートを定義します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-
sqs.maximumMessageS
ize

SQS メッセージに含まれる最大
MessageSize（バイト単位）。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-
sqs.messageRetention
Period

messageRetentionPeriod（秒単位）は、この
キューの SQS によってメッセージが保持され
ます。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.policy

このキューのポリシー null MEDIUM

camel.component.aws2
-
sqs.receiveMessageWai
tTime Seconds

要求で WaitTimeSeconds を指定しない場合、
キュー属性 ReceiveMessageWaitTimeSeconds
を使用して待機する期間を決定します。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.redrivePolicy

DeadLetter キューに送信するポリシーを指定
します。詳細は、Amazon ドキュメント を参照
してください。

null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.accessKey

Amazon AWS Access Key null MEDIUM

camel.component.aws2
-sqs.secretKey

Amazon AWS Secret Key null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-aws2-sqs シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-aws2-sqs シンクコネクターには、そのまま使える transforms がありません。

camel-aws2-sqs シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.8. CAMEL-CQL-KAFKA-CONNECTOR のシンク設定

camel-cql-kafka-connector をシンクとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコネク
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camel-cql-kafka-connector をシンクとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコネク
ターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのシンクコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-cql シンクコネクターは、以下に示す 19 個のオプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.sink.path.beanRe
f

beanRef は bean:id を使用して定義されます。 null MEDIUM

camel.sink.path.hosts hostname(s)cassansdra server(s)複数のホスト
はコンマで区切ることができます。

null MEDIUM

camel.sink.path.port cassansdra サーバーのポート番号 null MEDIUM

camel.sink.path.keyspa
ce

使用するキースペース null MEDIUM

camel.sink.endpoint.clu
sterName

Cluster name null MEDIUM

camel.sink.endpoint.co
nsistencyLevel

[ANY] [ONE]、[ONE]、[THREE]、
[QUORUM]、[ALL]、[LOCAL_ONE]、
[LOCAL_QUORUM]、[EACH_QUORUM]、
[SERIAL]、[LOCAL_SERIAL] のいずれかを使
用する整合性レベル。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.cql 実行する CQL クエリー。CamelCqlQuery キー
でメッセージヘッダーで上書きできます。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.dat
acenter

使用するデータセンター "datacenter1" MEDIUM

camel.sink.endpoint.loa
dBalancingPolicyClass

特定の LoadBalancingPolicyClass の使用 null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pa
ssword

セッション認証のパスワード null MEDIUM

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-cql-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.cql.CamelCqlSinkConnector
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camel.sink.endpoint.pre
pareStatements

PreparedStatements または regular
Statements を使用するかどうか

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.res
ultSetConversionStrat
egy

ResultSet をメッセージのボディー ALL、
ONE、LIMIT_10、LIMIT_100… に変換するロ
ジックを実装するカスタムクラスを使用するに
は、以下を実行します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.ses
sion

セッションインスタンスを使用する場合（通常
はこのオプションを使用しません）。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.us
ername

セッション認証のユーザー名 null MEDIUM

camel.sink.endpoint.laz
yStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.ba
sicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.sy
nchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.component.cql.la
zyStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.cql.b
asicPropertyBinding

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-cql シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-cql シンクコネクターにはそのまま使える変換がありません。

camel-cql シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.9. CAMEL-CQL-KAFKA-CONNECTOR ソース設定

camel-cql-kafka-connector をソースとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコネク
ターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのソースコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-cql ソースコネクターは、以下に示す 37 オプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.source.path.bean
Ref

beanRef は bean:id を使用して定義されます。 null MEDIUM

camel.source.path.host
s

hostname(s)cassansdra server(s)複数のホスト
はコンマで区切ることができます。

null MEDIUM

camel.source.path.port cassansdra サーバーのポート番号 null MEDIUM

camel.source.path.keys
pace

使用するキースペース null MEDIUM

camel.source.endpoint.
clusterName

Cluster name null MEDIUM

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-cql-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.cql.CamelCqlSourceConnector
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camel.source.endpoint.
consistencyLevel

[ANY] [ONE]、[ONE]、[THREE]、
[QUORUM]、[ALL]、[LOCAL_ONE]、
[LOCAL_QUORUM]、[EACH_QUORUM]、
[SERIAL]、[LOCAL_SERIAL] のいずれかを使
用する整合性レベル。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
cql

実行する CQL クエリー。CamelCqlQuery キー
でメッセージヘッダーで上書きできます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
datacenter

使用するデータセンター "datacenter1" MEDIUM

camel.source.endpoint.l
oadBalancingPolicyCla
ss

特定の LoadBalancingPolicyClass の使用 null MEDIUM

camel.source.endpoint.
password

セッション認証のパスワード null MEDIUM

camel.source.endpoint.
prepareStatements

PreparedStatements または regular
Statements を使用するかどうか

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
resultSetConversionStr
ategy

ResultSet をメッセージのボディー ALL、
ONE、LIMIT_10、LIMIT_100… に変換するロ
ジックを実装するカスタムクラスを使用するに
は、以下を実行します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
session

セッションインスタンスを使用する場合（通常
はこのオプションを使用しません）。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
username

セッション認証のユーザー名 null MEDIUM

camel.source.endpoint.
bridgeErrorHandler

コンシューマーの Camel ルーティングエラー
ハンドラーへのブリッジを許可します。よっ
て、コンシューマーが受信メッセージなどの取
得を試行している間に発生した例外は、メッ
セージとして処理され、ルーティングエラーハ
ンドラーによって処理されます。デフォルトで
は、コンシューマーは
org.apache.camel.spi.ExceptionHandler を使用
して例外に対応し、WARN または ERROR レベ
ルでログに記録され、無視されます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
sendEmptyMessageWh
enIdle

ポーリングコンシューマーがファイルをポーリ
ングしなかった場合、このオプションを有効に
して、代わりに空のメッセージ (ボディーなし)
を送信できます。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
exceptionHandler

コンシューマーによるカスタム
ExceptionHandler の使用を許可します。
bridgeErrorHandler オプションが有効な場合
は、このオプションは使用されないことに注意
してください。デフォルトでは、コンシュー
マーは例外に対応し、WARN または ERROR レ
ベルでログに記録され、無視されます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
exchangePattern

コンシューマーがエクスチェンジを作成する際
に交換パターンを設定します。[InOnly]、
[InOut]、[InOptionalOut] のいずれか。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
pollStrategy

プラグ可能な
org.apache.camel.PollingConsumerPollingStrat
egy を使用すると、エクスチェンジが作成さ
れ、Camel でルーティングされる前に、通常は
ポーリング操作中に発生するエラー処理を制御
するカスタム実装が提供できます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
basicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
synchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
backoffErrorThreshold

backoffMultipler が開始する前に発生する必要
がある後続のエラーポーリング (エラーによっ
て失敗した) の数。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
backoffIdleThreshold

backoffMultipler が開始する前に発生する必要
がある後続のアイドルポーリングの数。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
backoffMultiplier

後続のアイドル状態/エラーが連続して発生し
た場合に、スケジュールされたポーリングコン
シューマーのバックオフを許可します。乗数
は、実際に次の試行が行われる前にスキップさ
れるポーリングの数です。このオプションが使
用されている場合は、backoffIdleThreshold や
backoffErrorThreshold も設定する必要があり
ます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
delay

次のポーリングまでの時間 (ミリ秒単位)。 500L MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
greedy

greedy が有効で、以前の実行が 1 つ以上のメッ
セージをポーリングした場合、
ScheduledPollConsumer は即座に再度実行さ
れます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.i
nitialDelay

最初のポーリングが開始されるまでの時間 (ミ
リ秒単位)。

1000L MEDIUM

camel.source.endpoint.
repeatCount

実行の最大数を指定します。そのため、これを
1 に設定するとスケジューラーは 1 度だけ実行
されます。これを 5 に設定した場合、5 回だけ
実行されます。0 または負の値を設定すると、
無制限に実行されます。

0L MEDIUM

camel.source.endpoint.
runLoggingLevel

コンシューマーはポーリング時に開始/完了の
ログ行を記録します。このオプションを使用す
ると、ログレベルを設定できます。[TRACE]、
[DEBUG]、[INFO]、[WARN]、[ERROR]、
[OFF] のいずれか。

"TRACE" MEDIUM

camel.source.endpoint.
scheduledExecutorSer
vice

コンシューマーに使用するカスタム/共有ス
レッドプールを設定できます。デフォルトで
は、各コンシューマーに独自の単一スレッドの
スレッドプールがあります。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
scheduler

camel-spring または camel-quartz コンポーネ
ントから cron スケジューラーを使用します。
スケジューラーにビルドされた値 spring また
は quartz を使用。

"none" MEDIUM

camel.source.endpoint.
schedulerProperties

カスタムスケジューラーまたは Quartz や
Spring ベースのスケジューラーを使用する場合
に、追加のプロパティーを設定します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
startScheduler

スケジューラーを自動起動するかどうか。 true MEDIUM

camel.source.endpoint.
timeUnit

initialDelay および delay オプションの時間単
位。[NANOSECONDS]、
[MICROSECONDS]、[MILLISECONDS]、
[SECONDS]、[MINUTES]、[HOURS]、
[DAYS] のいずれか。

"MILLISECO
NDS"

MEDIUM

camel.source.endpoint.
useFixedDelay

固定遅延または固定レートを使用するかどうか
を制御します。詳細は、JDK の
ScheduledExecutorService を参照してくださ
い。

true MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.cql.b
ridgeErrorHandler

コンシューマーの Camel ルーティングエラー
ハンドラーへのブリッジを許可します。よっ
て、コンシューマーが受信メッセージなどの取
得を試行している間に発生した例外は、メッ
セージとして処理され、ルーティングエラーハ
ンドラーによって処理されます。デフォルトで
は、コンシューマーは
org.apache.camel.spi.ExceptionHandler を使用
して例外に対応し、WARN または ERROR レベ
ルでログに記録され、無視されます。

false MEDIUM

camel.component.cql.b
asicPropertyBinding

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-cql シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-cql シンクコネクターにはそのまま使える変換がありません。

camel-cql シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.10. CAMEL-ELASTICSEARCH-REST-KAFKA-CONNECTOR のシンク設
定

camel-elasticsearch-rest-kafka-connector をシンクとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使
用してコネクターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのシンクコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-elasticsearch-rest シンクコネクターは、以下に示す 33 オプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.sink.path.cluster
Name

クラスターの名前 null HIGH

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-elasticsearch-rest-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.elasticsearchrest.CamelElasticsearchrestSinkConnec
tor
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camel.sink.endpoint.co
nnectionTimeout

接続がタイムアウトするまでの待機時間（ミリ
秒単位）。

30000 MEDIUM

camel.sink.endpoint.dis
connect

プロデューサーの呼び出しが完了した後に切断
します。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.en
ableSniffer

実行中の Elasticsearch クラスターからノード
を自動的に検出します。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.en
ableSSL

SSL の有効化 false MEDIUM

camel.sink.endpoint.fro
m

応答のインデックスの開始 null MEDIUM

camel.sink.endpoint.ho
stAddresses

使用する ip:port 形式のリモートトランスポー
トアドレスを含むコンマ区切りのリスト。

null HIGH

camel.sink.endpoint.ind
exName

動作させるインデックスの名前 null MEDIUM

camel.sink.endpoint.laz
yStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.ma
xRetryTimeout

再試行までの時間（ミリ秒単位）。 30000 MEDIUM

camel.sink.endpoint.op
eration

[Index] [Update]、[Bulk] [BulkIndex]、
[GetById] [MultiGet]、[MultiSearch]、
[Delete]、[DeleteIndex]、[Search]、[Exists]、
[Exists]、[Ping] のいずれかを実行する操作。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.scr
ollKeepAliveMs

elasticsearch が検索コンテキストを保持する時
間（ミリ秒単位）

60000 MEDIUM

camel.sink.endpoint.siz
e

応答のサイズ。 null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.sni
ffAfterFailureDelay

失敗後にスケジュールされるスニファ実行の遅
延（ミリ秒単位）

60000 MEDIUM

camel.sink.endpoint.sni
fferInterval

連続した通常のスニファ実行の間隔（ミリ秒単
位）。sniffOnFailure が無効になったとき、ま
たは連続してスニファーの実行の間に失敗がな
い場合に非表示になります。

300000 MEDIUM

camel.sink.endpoint.so
cketTimeout

ソケットがタイムアウトするまで待機するタイ
ムアウト（ミリ秒単位）。

30000 MEDIUM

camel.sink.endpoint.us
eScroll

スクロールの使用量を有効にします。 false MEDIUM

camel.sink.endpoint.wai
tForActiveShards

インデックス作成は、シャードの書き込みの整
合性数が利用可能になるまで待機します。

1 MEDIUM

camel.sink.endpoint.ba
sicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.sy
nchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.component.elasti
csearch-rest.lazyStart
Producer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.component.elasti
csearch-
rest.basicProperty
Binding

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.elasti
csearch-rest.client

エンドポイントごとにクライアントを作成する
代わりに、既存の設定された Elasticsearch ク
ライアントを使用します。これにより、特定の
設定でクライアントをカスタマイズできます。

null MEDIUM

camel.component.elasti
csearch-
rest.connection
Timeout

接続がタイムアウトするまでの待機時間（ミリ
秒単位）。

30000 MEDIUM

camel.component.elasti
csearch-
rest.enableSniffer

実行中の Elasticsearch クラスターからノード
を自動的に検出します。

"false" MEDIUM

camel.component.elasti
csearch-
rest.hostAddresses

使用する ip:port 形式のリモートトランスポー
トアドレスを含むコンマ区切りのリスト。
hostAddresses を代わりに考慮するには、ip オ
プションおよび port オプションを空白のまま
にする必要があります。

null MEDIUM

camel.component.elasti
csearch-
rest.maxRetryTimeout

再試行までの時間（ミリ秒単位）。 30000 MEDIUM

camel.component.elasti
csearch-rest.sniffAfter
FailureDelay

失敗後にスケジュールされるスニファ実行の遅
延（ミリ秒単位）

60000 MEDIUM

camel.component.elasti
csearch-
rest.snifferInterval

連続した通常のスニファ実行の間隔（ミリ秒単
位）。sniffOnFailure が無効になったとき、ま
たは連続してスニファーの実行の間に失敗がな
い場合に非表示になります。

300000 MEDIUM

camel.component.elasti
csearch-
rest.socketTimeout

ソケットがタイムアウトするまで待機するタイ
ムアウト（ミリ秒単位）。

30000 MEDIUM

camel.component.elasti
csearch-
rest.enableSSL

SSL の有効化 "false" MEDIUM

camel.component.elasti
csearch-rest.password

認証のパスワード null MEDIUM

camel.component.elasti
csearch-rest.user

基本的な認証ユーザー null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-elasticsearch-rest シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。
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camel-elasticsearch-rest シンクコネクターにはそのまま使える変換がありません。

camel-elasticsearch-rest シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.11. CAMEL-FILE-KAFKA-CONNECTOR のシンク設定

camel-file-kafka-connector をシンクとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコネク
ターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのシンクコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-file シンクコネクターは、以下に示す 27 個のオプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.sink.path.directo
ryName

開始ディレクトリー null HIGH

camel.sink.endpoint.ch
arset

このオプションは、ファイルのエンコーディン
グを指定するために使用されます。これはコン
シューマーで使用して、ファイルのエンコー
ディングを指定できます。これにより、Camel
はファイルの内容にアクセスした場合にファイ
ルの内容を読み込む必要があります。ファイル
を書き込む場合も同様に、このオプションを使
用して、ファイルを書き込む文字を指定するこ
ともできます。ファイルを書くときには、メッ
セージの内容をメモリーに読み込んで、データ
を設定済みの文字セットに変換しなければなら
ない場合があります。そのため、大きなメッ
セージがある場合は使用しないでください。

null MEDIUM

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-file-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.file.CamelFileSinkConnector
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camel.sink.endpoint.do
neFileName

プロデューサー： 指定された場合、元のファ
イルが書き込まれると、Camel は 2 番目に完了
したファイルを書き込みます。完了ファイルは
空になります。このオプションは、使用する
ファイル名を設定します。固定名を指定できま
す。または、動的プレースホルダーを使用する
こともできます。done ファイルは、常に元の
ファイルと同じフォルダーに書き込まれます。
コンシューマー： 提供された場合、Camel は
完了したファイルが存在する場合にのみファイ
ルを消費します。このオプションは、使用する
ファイル名を設定します。固定名を指定できま
す。または、動的プレースホルダーを使用する
こともできます。完成したファイルは、常に元
のファイルと同じフォルダーに期待されます。
\${file.name} および \${file.name.next} のみが
動的プレースホルダーとしてサポートされま
す。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.file
Name

File Language などの式を使用して、ファイル
名を動的に設定します。コンシューマーの場合
は、ファイル名フィルターとして使用されま
す。プロデューサーの場合、書き込みするファ
イル名を評価するために使用されます。式が設
定されている場合は、CamelFileName ヘッ
ダーよりも優先されます。（注記： ヘッダー
自体は式にすることもできます。式オプション
は String タイプと Expression 型の両方をサ
ポートします。式が String タイプである場合、
これは常に File 言語を使用して評価されます。
式が Expression タイプである場合、指定され
た式タイプが使用されます。たとえば、OGNL
式を使用できます。コンシューマーの場合は、
ファイル名をフィルターできるため、File 言語
構文 mydata-\${date:now:yyyyMMdd}.txt を使
用して現在のファイルを使用できます。プロ
デューサーは、既存の CamelFileName ヘッ
ダーよりも優先される
CamelOverruleFileName ヘッダーをサポート
します。CamelOverruleFileName は 1 度だけ使
用されるヘッダーで、CamelFileName を一時
的に保存し、後で復元する必要があるため、よ
り簡単に使用できます。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.ap
pendChars

ファイルの記述後に文字（テキスト）を追加す
るために使用されます。たとえば、既存のファ
イルへの書き込みや追加時に、改行やその他の
セパレーターを追加するために使用できます。
改行（slash-n または slash-r）またはタブ
(slash-t)文字を指定するには、追加のスラッ
シュ（例： slash-slash-n）でエスケープしま
す。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.file
Exist

同じ名前のファイルがすでに存在する場合のア
クション。デフォルトである Override は、既
存のファイルを置き換えます。- Append - コン
テンツを既存のファイルに追加します。- Fail -
既存のファイルがあることを示す
GenericFileOperationException をスローしま
す。- Ignore - 問題を警告なしで無視し、既存
ファイルを上書きしないことを前提としていま
す。- Move - オプションでは、moveExisting
オプションも設定する必要があります。
eagerDeleteTargetFile オプションを使用し
て、ファイルの移動や既存のファイルがすでに
存在する場合に実行内容を制御できます。それ
以外の場合は、移動操作が失敗します。Move
オプションは、ターゲットファイルを書き込む
前に既存のファイルを移動します。-
TryRename は、tempFileName オプションが使
用されている場合にのみ適用されます。これに
より、存在チェックを実行せずに、一時的な名
前から実際の名前へのファイルの名前変更を試
すことができます。一部のファイルシステム
や、特に FTP サーバーでは、このチェックの
方が高速である場合があります。[Override]、
[Append]、[Fail]、[Ignore]、[Move]、
[TryRename] のいずれか。

"Override" MEDIUM

camel.sink.endpoint.fla
tten

フラット化は、ファイル名パスをフラット化し
て先頭のパスを削除するために使用されるの
で、ファイル名だけになります。これにより、
サブディレクトリーに再帰的に消費できます
が、たとえば別のディレクトリーにファイルを
書き込むと、それらのファイルは単一のディレ
クトリーに書き込まれます。これをプロデュー
サーで true に設定すると、CamelFileName
ヘッダーのファイル名が任意の先頭パスに対し
て削除されます。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.jail
StartingDirectory

開始ディレクトリー（およびサブ）にのみファ
イルの書き込み（制限）に使用されます。これ
は、Camel がファイルを外部ディレクトリーに
書き込みできないようにするためにデフォルト
で有効になっています（追加設定なしでは保護
されています）。これを無効にして、親フォル
ダーやルートフォルダーなど、開始ディレクト
リー外のディレクトリーにファイルを書き込み
できます。

true MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.laz
yStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.mo
veExisting

fileExist=Move が設定されている場合に使用す
るファイル名の計算に使用される式（ファイル
言語など）。ファイルをバックアップサブディ
レクトリーに移動するには、バックアップを入
力します。このオプションは、file:name、
file:name.ext、file:name.noext、
file:onlyname、file:onlyname.noext、file:ext、
および file:parent の File Language トークンの
みをサポートします。FTP コンポーネントは既
存のファイルをベースとして、相対ディレクト
リーにのみ移動できるため、file:parent は FTP
コンポーネントではサポートされないことに注
意してください。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.te
mpFileName

tempPrefix オプションと同じですが、File 言語
を使用する一時的なファイル名の命名をより細
かく制御できます。tempFilename の場所は、
ベース URI のターゲットディレクトリーではな
く、オプション 'fileName' の最終ファイルの場
所に相対します。たとえば、オプションの
fileName にディレクトリープレフィックス dir:
dir/finalFilename が含まれる場合は、
tempFileName はそのサブディレクトリー dir
との相対値になります。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.te
mpPrefix

このオプションは、一時的な名前を使用して
ファイルを書き込むために使用されます。次
に、書き込みが完了したら、その名前を変更し
ます。書き込まれているファイルを特定し、進
行中のファイルで読み取るコンシューマー（排
他的読み取りロックを使用しない）も回避でき
ます。大容量のファイルをアップロードする場
合に FTP が使用することがよくあります。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.all
owNullBody

ファイルの書き込み中に null ボディーを許可す
るかどうかを指定するのに使用します。true に
設定すると、空のファイルが作成され、false
に設定され、null ボディーを file コンポーネン
トに送信しようとすると、'Cannot write null
body to file.' の GenericFileWriteException がス
ローされます。fileExist オプションを
'Override' に設定すると、ファイルが切り捨て
られます。追加する場合は、ファイルは変更さ
れません。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.ch
mod

プロデューサーによって送信されるファイル
パーミッションを指定します。chmod の値は
000 から 777 の間の値である必要がありま
す。0755 のように先頭の数字がある場合は無
視します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.ch
modDirectory

プロデューサーが不足しているディレクトリー
を作成する際に使用するディレクトリーパー
ミッションを指定します。chmod の値は 000
から 777 の間でなければなりません。0755 の
ように先頭の数字がある場合は無視されます。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.ea
gerDeleteTargetFile

既存のターゲットファイルを活発に削除するか
どうか。このオプションは、
fileExists=Override オプションおよび
tempFileName オプションを使用している場合
にのみ適用されます。このパラメーターを使用
して、一時ファイルが書き込まれる前にター
ゲットファイルを削除する（false に設定しま
す）ことができます。たとえば、大きなファイ
ルを作成し、一時ファイルが書き込まれている
間にターゲットファイルを存在させたいとしま
す。これにより、一時ファイルの名前がター
ゲットファイル名に変更される直前に、ター
ゲットファイルが最後の時点までのみ削除され
ます。また、このオプションは、
fileExist=Move が有効で、既存のファイルが存
在すると、既存のファイルを削除するかどうか
を制御することもできます。このオプションの
copyAndDeleteOnRenameFails false を指定し
た場合、既存のファイルが存在する場合は、移
動操作の前に既存のファイルが削除されます。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.for
ceWrites

ファイルシステムへの書き込みを強制的に同期
するかどうか。ログ/監査ログへの書き込みな
ど、このレベルの保証が必要ない場合に、この
レベルをオフにすることができます。これによ
り、パフォーマンスが向上します。

true MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.ke
epLastModified

ソースファイルから最後に変更したタイムスタ
ンプを保持します（存在する場合）。
Exchange.FILE_LAST_MODIFIED ヘッダーを
使用してタイムスタンプを見つけます。この
ヘッダーには java.util.Date またはタイムスタ
ンプの long を含めることができます。タイム
スタンプが存在し、オプションが有効な場合
は、書き込まれたファイルにこのタイムスタン
プを設定します。注記： このオプションは、
ファイルプロデューサーにのみ適用されます。
このオプションは、\ftp プロデューサーには使
用できません。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.mo
veExistingFileStrategy

fileExist=Move が設定されている場合に使用す
る特別な命名トークンを持つファイルを移動す
るために使用されるストラテジー（カスタムス
トラテジー）。デフォルトでは、カスタムスト
ラテジーが指定されていない場合に実装が使用
されます。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.aut
oCreate

ファイルのパス名に不足しているディレクト
リーを自動的に作成します。ファイルコン
シューマーの場合は、開始ディレクトリーを作
成することを意味します。ファイルプロデュー
サーの場合、ファイルが書き込まれるディレク
トリーを意味します。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.ba
sicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.bu
fferSize

ファイルの書き込みに使用されるバッファーサ
イズ（または FTP でファイルのダウンロード
およびアップロードの場合）。

131072 MEDIUM

camel.sink.endpoint.co
pyAndDeleteOnRenam
eFail

ファイルの名前を直接変更できない場合など、
フォールバックとコピーおよび削除を行うかど
うか。このオプションは FTP コンポーネント
では使用できません。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.ren
ameUsingCopy

コピーおよび削除ストラテジーを使用して名前
変更操作を実行します。これは主に、通常の名
前変更操作が信頼できる環境で使用されます
（例： 異なるファイルシステムまたはネット
ワーク全体で）。このオプションは、コピーお
よび削除ストラテジーに自動的にフォールバッ
クする copyAndDeleteOnRenameFail パラメー
ターよりも優先されますが、追加の遅延の後の
みになります。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.sy
nchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.component.file.la
zyStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.component.file.b
asicPropertyBinding

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-file シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-file シンクコネクターには、そのまま使える変換はありません。

camel-file シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.12. CAMEL-HDFS-KAFKA-CONNECTOR のシンク設定

camel-hdfs-kafka-connector をシンクとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコネク
ターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのシンクコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-hdfs シンクコネクターは、以下に示す 32 個のオプションをサポートします。

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-hdfs-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.hdfs.CamelHdfsSinkConnector
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名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.sink.path.hostNa
me

使用する HDFS ホスト。 null HIGH

camel.sink.path.port 使用する HDFS ポート 8020 MEDIUM

camel.sink.path.path 使用するディレクトリーパス null HIGH

camel.sink.endpoint.co
nnectOnStartup

プロデューサー/コンシューマーの開始時に
HDFS ファイルシステムに接続するかどうか。
false の場合、接続はオンデマンドで作成され
ます。45 x 20 秒の再配信がハードコーディン
グされているため、で接続を確立するのに最大
15 分かかることがあります。このオプションを
false に設定すると、アプリケーションの起動
が可能になり、最大 15 分間ブロックされませ
ん。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.file
SystemType

代わりに HDFS を使用せず、ローカルの
java.io.File を使用しない場合は、LOCAL に設
定します。[LOCAL]、[HDFS] のいずれか。

"HDFS" MEDIUM

camel.sink.endpoint.file
Type

使用するファイルタイプ。詳細は、さまざまな
ファイルタイプについてのドキュメントを参照
してください。[NORMAL_FILE]、
[SEQUENCE_FILE]、[MAP_FILE]、
[BLOOMMAP_FILE]、[ARRAY_FILE] のいずれ
か。

"NORMAL_F
ILE"

MEDIUM

camel.sink.endpoint.ke
yType

シーケンスファイルまたはマップファイルの場
合のキーのタイプ。[NULL]、[BOOLEAN]、
[BYTE]、[INT]、[FLOAT]、[LONG]、
[DOUBLE]、[TEXT]、[BYTES] のいずれか。

"NULL" MEDIUM

camel.sink.endpoint.na
medNodes

名前付きノードのカンマ区切りの一覧（例：
srv11.example.com:8020,srv12.example.com:80
20）

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.ow
ner

ファイルの所有者は、コンシューマーがファイ
ルを取得するには、この所有者と一致する必要
があります。そうでない場合は、ファイルはス
キップされます。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.val
ueType

シーケンスまたはマップファイルの場合のキー
の型。[NULL]、[BOOLEAN]、[BYTE]、
[INT]、[FLOAT]、[LONG]、[DOUBLE]、
[TEXT]、[BYTES] のいずれか。

"BYTES" MEDIUM
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camel.sink.endpoint.ap
pend

既存ファイルに追加します。すべての HDFS
ファイルシステムが append オプションをサ
ポートしているわけではないことに注意してく
ださい。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.laz
yStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.ov
erwrite

同じ名前の既存ファイルを上書きするかどう
か。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.ba
sicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.blo
ckSize

HDFS ブロックのサイズ 67108864L MEDIUM

camel.sink.endpoint.bu
fferSize

HDFS によって使用されるバッファーサイズ 4096 MEDIUM

camel.sink.endpoint.ch
eckIdleInterval

アイドルチェッカーのバックグラウンドタスク
を実行する頻度（ミリ秒単位）。このオプショ
ンは、Splitter ストラテジーが IDLE の場合にの
み使用されます。

500 MEDIUM

camel.sink.endpoint.ch
unkSize

通常ファイルを読み取ると、チャンクごとに
メッセージを生成するチャンクに分割されま
す。

4096 MEDIUM

camel.sink.endpoint.co
mpressionCodec

[DEFAULT]、[GZIP] のいずれかを使用する圧
縮コーデック [BZIP2]

"DEFAULT" MEDIUM

camel.sink.endpoint.co
mpressionType

使用する圧縮タイプ（デフォルトは使用されて
いない）、[NONE]、[RECORD]、[BLOCK] の
いずれか。

"NONE" MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.op
enedSuffix

ファイルを読み取り/書き込み用に開くと、書
き込みフェーズでファイルを読み込まないよう
に、この接尾辞が付いたファイルの名前が変更
されます。

"opened" MEDIUM

camel.sink.endpoint.rea
dSuffix

ファイルが読み取られると、再度読み取られな
いように、この接尾辞が付いたファイルの名前
が変更されます。

"read" MEDIUM

camel.sink.endpoint.rep
lication

HDFS レプリケーションファクター 3 MEDIUM

camel.sink.endpoint.spl
itStrategy

現在のバージョンでは、追加モードでファイル
を開くことは、非常に信頼性がないために無効
にされます。したがって、現時点では新しい
ファイルの作成のみが可能です。Camel HDFS
エンドポイントは、この問題を解決しようとし
ます。スプリットストラテジーオプションが定
義されている場合、hdfs パスはディレクト
リーとして使用され、設定済みの
UuidGenerator を使用してファイルが作成され
ます。分割条件が満たされるたびに、新しい
ファイルが作成されます。splitStrategy オプ
ションは、SplitStrategy=ST:value,ST:value…
という構文で文字列として定義されます。ここ
で、splitStrategy=ST:value,ST:value,…

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.sy
nchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.ker
berosConfigFileLocatio
n

kerb5.conf ファイルの場所
(https://web.mit.edu/kerberos/krb5-
1.12/doc/admin/conf_files/krb5_conf.html)

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.ker
berosKeytabLocation

kerberos ノードとの認証に使用するキータブ
ファイルの場所（Kerberos パスワードから派
生する kerberos プリンシパルと暗号化された
鍵のペア）

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.ker
berosUsername

Kerberos ノードでの認証に使用するユーザー
名

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.hdfs.
lazyStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.component.hdfs.
basicPropertyBinding

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

camel.component.hdfs.
jAASConfiguration

JAAS でセキュリティーに特定の設定を使用し
ます。

null MEDIUM

camel.component.hdfs.
kerberosConfigFile

kerberos 認証を使用するには、
'java.security.krb5.conf' 環境変数の値を既存の
ファイルに設定します。環境変数がすでに設定
されている場合は、指定したパラメーターとは
異なるかどうかを警告します。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-hdfs シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-hdfs シンクコネクターには、そのまま使える変換はありません。

camel-hdfs シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.13. CAMEL-HTTP-KAFKA-CONNECTOR のシンク設定

camel-http-kafka-connector をシンクとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコネク
ターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのシンクコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-http-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.http.CamelHttpSinkConnector
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camel-http シンクコネクターは、以下に示す 80 個のオプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.sink.path.httpUri 呼び出す HTTP エンドポイントの URL。 null HIGH

camel.sink.endpoint.dis
ableStreamCache

Servlet からの raw 入力ストリームがキャッ
シュされているかどうかを決定します（Camel
はストリームをメモリー内/オーバーフローで
ファイル、ストリームキャッシング）キャッ
シュに読み取ります。デフォルトでは、Camel
は Servlet 入力ストリームをキャッシュして、
複数回ロードし、Camel がストリームからすべ
てのデータを取得できるようにします。ただ
し、raw ストリームにアクセスする必要がある
場合などにこのオプションを true に設定しま
す。たとえば、ファイルまたは他の永続ストア
に直接ストリーミングする場合などに、raw ス
トリームにアクセスする必要がある場合などに
このオプションを true に設定します。
DefaultHttpBinding は、ストリームの読み取り
を複数回サポートするために、このオプション
が false の場合は、リクエスト入力ストリーム
をストリームキャッシュにコピーし、メッセー
ジボディーに配置します。Servlet を使用して
エンドポイントをブリッジ/プロキシーする場
合、このオプションを有効にしてパフォーマン
スを向上することを検討してください。メッ
セージペイロードを複数回読み取る必要がない
場合は、このオプションを有効にします。http
プロデューサーはデフォルトで応答ボディース
トリームをキャッシュします。このオプション
を true に設定すると、プロデューサーは応答
ボディーストリームをキャッシュしませんが、
応答ストリームをメッセージボディーとして使
用します。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.he
aderFilterStrategy

カスタム HeaderFilterStrategy を使用して
Camel メッセージに対してヘッダーをフィル
ターします。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.htt
pBinding

カスタムの HttpBinding を使用して Camel
メッセージと HttpClient 間のマッピングを制
御する場合。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.bri
dgeEndpoint

オプションが true の場合、HttpProducer は
Exchange.HTTP_URI ヘッダーを無視し、リク
エストにエンドポイントの URI を使用します。
また、ththExceptionOnFailure オプションを
false に設定して、HttpProducer がすべての障
害応答を返せるようにすることもできます。

false MEDIUM
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camel.sink.endpoint.ch
unked

このオプションが false の場合、サーブレット
は HTTP ストリーミングを無効にし、応答に
content-length ヘッダーを設定します。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.cle
arExpiredCookies

HTTP 要求を送信する前に期限切れの cookie
を消去するかどうか。これにより、Cookie ス
トアは、有効期限が切れると新しい Cookie を
追加することで、増大し続けます。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.co
nnectionClose

Connection Close ヘッダーを HTTP 要求に追
加する必要があるかどうかを指定します。デ
フォルトでは connectionClose は false です。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.co
pyHeaders

このオプションが true の場合、コピーストラ
テジーに従って IN エクスチェンジヘッダーが
OUT エクスチェンジヘッダーにコピーされま
す。これを false に設定し、HTTP 応答からの
ヘッダーのみを含めることができます（IN
ヘッダーは伝播しません）。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.cu
stomHostHeader

プロデューサーにカスタムホストヘッダーを使
用します。クエリーに設定されていない場合は
無視されます。設定される場合、URL から派
生するホストヘッダーが上書きされます。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.htt
pMethod

使用する HTTP メソッドを設定します。
HttpMethod ヘッダーが設定されている場合
は、このオプションをオーバーライドできませ
ん。[GET]、[POST]、[PUT]、[DELETE]、
[HEAD]、[OPTIONS]、[TRACE]、[PATCH] の
いずれか。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.ign
oreResponseBody

このオプションが true の場合、http プロ
デューサーは応答本体を読み取りせず、入力ス
トリームをキャッシュします。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.laz
yStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.pre
serveHostHeader

オプションが true の場合、HttpProducer は
Host ヘッダーを現在のエクスチェンジ Host
ヘッダーに含まれる値に設定します。これは、
ダウンストリームサーバーが受け取る Host
ヘッダーを使用してアップストリームクライア
ントが呼び出した URL を反映させたいリバー
スプロキシーアプリケーションで有用です。こ
れにより、Host ヘッダーを使用するアプリ
ケーションがプロキシーされるサービスの正確
な URL を生成することができます。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.thr
owExceptionOnFailure

リモートサーバーからの応答に失敗した場合に
HttpOperationFailedException のスローを無効
にするオプション。これにより、HTTP ステー
タスコードに関係なくすべての応答を取得でき
ます。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.tra
nsferException

有効で Exchange がコンシューマー側で処理に
失敗し、発生した例外が application/x-java-
serialized-object のコンテンツタイプとして応
答でシリアライズされたかどうか。プロデュー
サー側では、例外は
HttpOperationFailedException ではなくデシリ
アライズされ、そのままスローされます。原因
となる例外はシリアライズされている必要があ
ります。これは、デフォルトではオフになって
います。これを有効にすると、Java は受信
データをリクエストから Java へデシリアライ
ズし、潜在的なセキュリティーリスクとなる可
能性があることに注意してください。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.co
okieHandler

HTTP セッションを維持するためのクッキーハ
ンドラーの設定

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.co
okieStore

カスタムの CookieStore を使用します。デフォ
ルトでは、インメモリーのみのクッキーストア
である BasicCookieStore が使用されます。
bridgeEndpoint=true の場合、Cookie ストアは
noop cookie ストアに強制されます。これは
Cookie がブリッジのみであるため（プロキ
シーとして機能するなど）、これを保存しませ
ん。cookieHandler が設定される場合、Cookie
ストアは cookie 処理として noop cookie スト
アに強制されます。CookieHandler によって実
行されます。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.del
eteWithBody

HTTP DELETE にメッセージボディーを含める
かどうか。デフォルトでは、HTTP DELETE に
は HTTP ボディーが含まれません。ただし、ま
れに、ユーザーにメッセージボディーを含める
必要があることがあります。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.ge
tWithBody

HTTP GET にメッセージボディーを含めるかど
うか。デフォルトでは、HTTP GET には HTTP
ボディーが含まれません。ただし、まれに、
ユーザーにメッセージボディーを含める必要が
あることがあります。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.ok
StatusCodeRange

正常な応答とみなされるステータスコード。値
は含まれます。コンマで区切られた複数の範囲
を定義できます（例： 200-204,209,301-
304）。各範囲は、1 つの数字またはダッシュ
を含む from から でなければなりません。

"200-299" MEDIUM

camel.sink.endpoint.ba
sicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.cli
entBuilder

このエンドポイントのプロデューサーまたはコ
ンシューマーによって使用される新しい
RequestConfig インスタンスで使用される http
クライアント要求パラメーターへのアクセスを
提供します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.cli
entConnectionManager

カスタムの HttpClientConnectionManager を
使用して接続を管理するには

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.co
nnectionsPerRoute

ルートごとの最大接続数。 20 MEDIUM

camel.sink.endpoint.htt
pClient

プロデューサーによって使用されるカスタム
HttpClient を設定します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.htt
pClientConfigurer

認証メカニズムの設定など、プロデューサーや
コンシューマーによって作成された新しい
HttpClient インスタンスのカスタム設定ストラ
テジーを登録します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.htt
pClientOptions

Map のキー/値を使用して HttpClient を設定し
ます。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.htt
pContext

カスタム HttpContext インスタンスの使用 null MEDIUM

camel.sink.endpoint.ma
pHttpMessageBody

このオプションが true の場合、エクスチェン
ジの IN エクスチェンジボディーは HTTP ボ
ディーにマッピングされます。false に設定す
ると HTTP マッピングが回避されます。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.ma
pHttpMessageFormUrl
Encoded Body

このオプションが true の場合、エクスチェン
ジの IN Exchange Form Encoded body が HTTP
にマッピングされます。これを false に設定す
ると、HTTP Form Encoded body マッピングを
回避します。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.ma
pHttpMessageHeaders

このオプションが true の場合、エクスチェン
ジの IN エクスチェンジヘッダーは HTTP ヘッ
ダーにマッピングされます。false に設定する
と、HTTP ヘッダーのマッピングが回避されま
す。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.ma
xTotalConnections

最大接続数。 200 MEDIUM

camel.sink.endpoint.sy
nchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.us
eSystemProperties

設定のフォールバックとしてシステムプロパ
ティーを使用する

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyAuthDomain

NTML で使用するプロキシー認証ドメイン null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyAuthHost

プロキシー認証ホスト null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyAuthMethod

[Basic]、[Digest]、[NTLM] のいずれかを使用
するプロキシー認証方法。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyAuthNtHost

NTML で使用するプロキシー認証ドメイン
（ワークステーション名）

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyAuthPassword

プロキシー認証パスワード null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyAuthPort

プロキシー認証ポート null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.pr
oxyAuthScheme

[http] [https] のいずれかを使用するプロキシー
認証スキーム。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyAuthUsername

プロキシー認証ユーザー名 null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyHost

使用するプロキシーホスト名 null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pr
oxyPort

使用するプロキシーポート null MEDIUM

camel.sink.endpoint.aut
hDomain

NTML で使用する認証ドメイン null MEDIUM

camel.sink.endpoint.aut
henticationPreemptive

このオプションが true の場合、camel-http は
プリエンプションの Basic 認証をサーバーに送
信します。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.aut
hHost

NTML で使用する認証ホスト null MEDIUM

camel.sink.endpoint.aut
hMethod

Basic、Digest、または NTLM の値のコンマ区
切りリストとして使用できる認証方法。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.aut
hMethodPriority

Basic、Digest、または NTLM のいずれかの使
用を優先する認証方法。[Basic]、[Digest]、
[NTLM] のいずれか。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.aut
hPassword

認証パスワード null MEDIUM

camel.sink.endpoint.aut
hUsername

認証ユーザー名 null MEDIUM

camel.sink.endpoint.ssl
ContextParameters

SSLContextParameters を使用してセキュリ
ティーを設定します。重要： HttpComponent
ごとにサポートされるのは
org.apache.camel.util.jsse.SSLContextParamet
ers の 1 つのインスタンスのみです。2 つ以上の
インスタンスを使用する必要がある場合は、必
要なインスタンスごとに新しい
HttpComponent を定義する必要があります。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.x5
09HostnameVerifier

DefaultHostnameVerifier または
NoopHostnameVerifier などのカスタム
X509HostnameVerifier を使用するには、以下
を実行します。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.http.
cookieStore

カスタムの org.apache.http.client.CookieStore
を使用します。デフォルトでは、インメモリー
のみのクッキーストアである
org.apache.http.impl.client.BasicCookieStore
が使用されます。bridgeEndpoint=true の場
合、Cookie ストアは noop cookie ストアに強
制されます。これは Cookie がブリッジのみで
あるため（プロキシーとして機能するなど）、
これを保存しません。

null MEDIUM

camel.component.http.l
azyStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.component.http.
allowJavaSerializedObj
ect

リクエストが context-type=application/x-java-
serialized-object を使用する場合に java のシリ
アライズを許可するかどうか。これは、デフォ
ルトではオフになっています。これを有効にす
ると、Java は受信データをリクエストから
Java へデシリアライズし、潜在的なセキュリ
ティーリスクとなる可能性があることに注意し
てください。

false MEDIUM

camel.component.http.
basicPropertyBinding

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

camel.component.http.
clientConnectionMana
ger

カスタムおよび共有
HttpClientConnectionManager を使用して接続
を管理します。これが設定されている場合、こ
れは常にこのコンポーネントによって作成され
るすべてのエンドポイントに使用されます。

null MEDIUM

camel.component.http.
connectionsPerRoute

ルートごとの最大接続数。 20 MEDIUM

camel.component.http.
connectionTimeToLive

接続の有効期間中、時間単位はミリ秒で、常に
デフォルト値を維持します。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.http.
httpBinding

カスタムの HttpBinding を使用して Camel
メッセージと HttpClient 間のマッピングを制
御する場合。

null MEDIUM

camel.component.http.
httpClientConfigurer

カスタム HttpClientConfigurer を使用して使用
される HttpClient の設定を行うには、以下を
行います。

null MEDIUM

camel.component.http.
httpConfiguration

共有 HttpConfiguration をベース設定として使
用します。

null MEDIUM

camel.component.http.
httpContext

リクエストの実行時にカスタムの
org.apache.http.protocol.HttpContext を使用
します。

null MEDIUM

camel.component.http.
maxTotalConnections

最大接続数。 200 MEDIUM

camel.component.http.
headerFilterStrategy

カスタムの
org.apache.camel.spi.HeaderFilterStrategy を
使用して、Camel メッセージとの間でヘッダー
をフィルターします。

null MEDIUM

camel.component.http.
proxyAuthDomain

使用するプロキシー認証ドメイン null MEDIUM

camel.component.http.
proxyAuthHost

プロキシー認証ホスト null MEDIUM

camel.component.http.
proxyAuthMethod

[Basic]、[Digest]、[NTLM] のいずれかを使用
するプロキシー認証方法。

null MEDIUM

camel.component.http.
proxyAuthNtHost

NTML で使用するプロキシー認証ドメイン
（ワークステーション名）

null MEDIUM

camel.component.http.
proxyAuthPassword

プロキシー認証パスワード null MEDIUM

camel.component.http.
proxyAuthPort

プロキシー認証ポート null MEDIUM

camel.component.http.
proxyAuthUsername

プロキシー認証ユーザー名 null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.http.
sslContextParameters

SSLContextParameters を使用してセキュリ
ティーを設定します。重要： HttpComponent
ごとにサポートされるのは、
org.apache.camel.support.jsse.SSLContextPar
ameters の 1 つのインスタンスのみです。2 つ
以上のインスタンスを使用する必要がある場合
は、必要なインスタンスごとに新しい
HttpComponent を定義する必要があります。

null MEDIUM

camel.component.http.
useGlobalSslContextPa
rameters

グローバル SSL コンテキストパラメーターの
使用を有効にします。

false MEDIUM

camel.component.http.
x509HostnameVerifier

DefaultHostnameVerifier または
NoopHostnameVerifier などのカスタム
X509HostnameVerifier を使用するには、以下
を実行します。

null MEDIUM

camel.component.http.
connectionRequestTim
eout

接続マネージャーから接続を要求する際に使用
されるタイムアウト（ミリ秒単位）。タイムア
ウト値 0 は無限のタイムアウトとして解釈され
ます。タイムアウト値 0 は無限のタイムアウト
として解釈されます。負の値は undefined（シ
ステムのデフォルト）として解釈されます。

-1 MEDIUM

camel.component.http.
connectTimeout

接続が確立されるまでのタイムアウトをミリ秒
単位で指定します。タイムアウト値 0 は無限の
タイムアウトとして解釈されます。タイムアウ
ト値 0 は無限のタイムアウトとして解釈されま
す。負の値は undefined（システムのデフォル
ト）として解釈されます。

-1 MEDIUM

camel.component.http.
socketTimeout

ソケットタイムアウトをミリ秒単位で定義しま
す。これは、2 つの連続したデータパケット間
の最大待機時間（異なる場合）です。タイムア
ウト値 0 は無限のタイムアウトとして解釈され
ます。負の値は undefined（システムのデフォ
ルト）として解釈されます。

-1 MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-http シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-http シンクコネクターには、そのまま使える変換はありません。

camel-http シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.14. CAMEL-JDBC-KAFKA-CONNECTOR のシンク設定

camel-jdbc-kafka-connector をシンクとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコネク
ターをサポートするようにしてください。
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Kafka コネクションでこのシンクコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-jdbc シンクコネクターは、以下に示す 19 個のオプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.sink.path.dataSo
urceName

レジストリーで検索する DataSource の名前。
名前が dataSource または default の場合、
Camel はレジストリーからデフォルトの
DataSource の検索を試みます。つまり、見つ
かったインスタンスが 1 つしかない場合は、こ
の DataSource が使用されます。

null HIGH

camel.sink.endpoint.all
owNamedParameters

クエリーで名前付きパラメーターを使用できる
かどうか。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.laz
yStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.ou
tputClass

outputType=SelectOne または SelectList 時に
変換として使用する完全なパッケージおよびク
ラス名を指定します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.ou
tputType

プロデューサーが使用する出力を決定します。
[SelectOne]、[SelectList]、[StreamList] のい
ずれか。

"SelectList" MEDIUM

camel.sink.endpoint.par
ameters

java.sql.Statement へのオプションのパラメー
ターです。たとえば、maxRows や fetchSize な
どを設定します。

null MEDIUM

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-jdbc-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.jdbc.CamelJdbcSinkConnector
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camel.sink.endpoint.rea
dSize

ポーリングクエリーで読み取りできる行のデ
フォルトの最大数。デフォルト値は 0 です。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.res
etAutoCommit

Camel は JDBC コネクションの autoCommit
を false に設定し、ステートメントを実行した
後に変更をコミットし、resetAutoCommit が
true の場合、接続の autoCommit フラグをリ
セットします。JDBC コネクションが
autoCommit フラグのリセットをサポートして
いない場合は、resetAutoCommit フラグを
false に設定することで、Camel は
autoCommit フラグをリセットしません。XA
トランザクションと併用する場合は、トランザ
クションマネージャーがこの tx のコミットを
担当するよう false に設定する必要がありま
す。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.tra
nsacted

トランザクションが使用中のかどうか。 false MEDIUM

camel.sink.endpoint.us
eGetBytesForBlob

BLOB 列を文字列データではなくバイトとして
読み取る。これは、BLOB 列をバイトとして読
み取る必要がある Oracle などの特定のデータ
ベースで必要になることがあります。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.us
eHeadersAsParameters

名前付きパラメーターを指定した
prepareStatementStrategy を使用するには、
このオプションを true に設定します。これに
より、名前付きプレースホルダーでクエリーを
定義でき、クエリープレースホルダーの動的な
値でヘッダーを使用できます。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.us
eJDBC4ColumnNameA
ndLabel Semantics

列名を取得するときに JDBC 4 または JDBC
3.0 以前のセマンティックを使用するかどうか
を設定します。JDBC 4.0 は columnLabel を使
用して列名を取得し、JDBC 3.0 は両方の
columnName または columnLabel を使用しま
す。しかし、JDBC ドライバーの動作が異なる
ため、このコンポーネントの使用に問題がある
場合は、このオプションを使用して JDBC ド
ライバーの問題を回避できます。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.ba
sicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.be
anRowMapper

outputClass の使用時にカスタムの
org.apache.camel.component.jdbc.BeanRowMa
pper を使用するには、以下を行います。デ
フォルトの実装では、行名を小文字を下げ、ア
ンダースコアとダッシュをスキップします。た
とえば、CUST_ID は custId としてマッピング
されます。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.pre
pareStatementStrateg
y

プラグインがカスタムの
org.apache.camel.component.jdbc.JdbcPrepar
eStatementStrategy を使用して、クエリーお
よび準備済みステートメントの準備を制御でき
ます。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.sy
nchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.component.jdbc.
dataSource

レジストリーからデータソースを検索する代わ
りに DataSource インスタンスを使用します。

null MEDIUM

camel.component.jdbc.l
azyStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.component.jdbc.
basicPropertyBinding

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-jdbc シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-jdbc シンクコネクターには、そのまま使える変換はありません。

camel-jdbc シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.15. CAMEL-JMS-KAFKA-CONNECTOR のシンク設定

camel-jms-kafka-connector をシンクとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコネク
ターをサポートするようにしてください。
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Kafka コネクションでこのシンクコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-jms シンクコネクターは、以下に示す 143 オプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.sink.path.destina
tionType

[queue]、[topic]、[temp-queue]、[temp-
topic] のいずれかを使用する宛先の種類。

"queue" MEDIUM

camel.sink.path.destina
tionName

宛先として使用するキューまたはトピックの名
前

null HIGH

camel.sink.endpoint.cli
entId

使用する JMS クライアント ID を設定します。
この値は一意でなければならず、単一の JMS
接続インスタンスでのみ使用できることに注意
してください。通常、永続トピックサブスクリ
プションにのみ必要です。Apache ActiveMQ
を使用する場合は、代わりに Virtual Topics を
使用することが推奨されます。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.co
nnectionFactory

使用する接続ファクトリー。接続ファクトリー
はコンポーネントまたはエンドポイントのいず
れかで設定する必要があります。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.dis
ableReplyTo

Camel がメッセージの JMSReplyTo ヘッダー
を無視するかどうかを指定します。true の場
合、Camel は JMSReplyTo ヘッダーで指定さ
れた宛先に返信を返しません。Camel がルート
から消費し、コードの別のコンポーネントがリ
プライメッセージを処理するため、Camel が自
動的に応答メッセージを送りないようにするに
は、このオプションを使用できます。Camel を
異なるメッセージブローカー間でプロキシーと
して使用し、あるシステムから別のシステムへ
メッセージをルーティングする場合は、このオ
プションを使用することもできます。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.du
rableSubscriptionName

永続トピックサブスクリプションを指定するた
めの永続サブスクライバー名。clientId オプ
ションも設定する必要があります。

null MEDIUM

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-jms-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.jms.CamelJmsSinkConnector
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camel.sink.endpoint.jm
sMessageType

JMS メッセージの送信に、特定の
javax.jms.Message 実装を強制的に使用できる
ようにします。使用できる値は、Bytes、
Map、Object、Stream、Text です。デフォル
トでは、Camel は In body タイプから使用する
JMS メッセージタイプを決定します。このオ
プションを指定すると、指定できます。
[Bytes]、[Map]、[Object]、[Stream]、[Text]
のいずれか。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.tes
tConnectionOnStartup

起動時に接続をテストするかどうかを指定しま
す。これにより、Camel が起動すると、すべて
の JMS コンシューマーが JMS ブローカーへの
有効な接続になります。コネクションを許可で
きない場合、Camel は起動時に例外をスローし
ます。これにより、Camel が接続の失敗で開始
しないようになります。JMS プロデューサー
もテストされています。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.del
iveryDelay

JMS の送信呼び出しに使用する配信遅延を設
定します。このオプションには JMS 2.0 準拠
のブローカーが必要です。

-1L MEDIUM

camel.sink.endpoint.del
iveryMode

使用する配信モードを指定します。使用できる
値は、javax.jms.DeliveryMode で定義される値
です。NON_PERSISTENT = 1 and PERSISTENT
= 2.次のいずれか： [1] [2]

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.del
iveryPersistent

永続配信がデフォルトで使用されるかどうかを
指定します。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.ex
plicitQosEnabled

メッセージの送信時に、サービスの
deliveryMode、priority、または timeToLive
qualities が使用される場合を設定します。この
オプションは Spring の JmsTemplate に基づい
ています。deliveryMode、priority、および
timeToLive オプションは、現在のエンドポイ
ントに適用されます。これは、メッセージの粒
度で操作する preserveMessageQos オプショ
ンとは対照的で、Camel In メッセージヘッダー
からのみ QoS プロパティーを読み取ります。

"false" MEDIUM

camel.sink.endpoint.for
matDateHeadersToIso
8601

ISO 8601 標準に従って JMS 日付プロパティー
をフォーマットするかどうかを設定します。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.laz
yStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.pre
serveMessageQos

JMS エンドポイントの QoS 設定の代わりに、
メッセージに指定された QoS 設定を使用して
メッセージを送信する場合は、true に設定しま
す。以下の 3 つのヘッダーは JMSPriority、
JMSDeliveryMode、および JMSExpiration と
みなされます。提供できるのは、すべてまたは
一部のみです。指定しないと、Camel は代わり
にエンドポイントから値を使用するように
フォールバックします。そのため、このオプ
ションを使用すると、ヘッダーはエンドポイン
トの値を上書きします。一方、
explicitQosEnabled オプションはエンドポイン
トに設定されたオプションのみを使用し、メッ
セージヘッダーの値を使用しません。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.pri
ority

1 より大きい値は送信時にメッセージの優先度
を指定します（0 は優先度が最も低く、9 が最
も高い値になります）。このオプションを有効
にするには、explicitQosEnabled オプションも
有効にする必要があります。以下のいずれか：
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

4 MEDIUM

camel.sink.endpoint.rep
lyToConcurrentConsu
mers

JMS で要求/応答を実行する際の同時コン
シューマーのデフォルト数を指定します。ス
レッドの動的スケールアップ/ダウンを制御す
る maxMessagesPerTask オプションも参照し
てください。

1 MEDIUM

camel.sink.endpoint.rep
lyToMaxConcurrentCo
nsumers

JMS 上でリクエスト/応答を使用する場合の同
時コンシューマーの最大数を指定します。ス
レッドの動的スケールアップ/ダウンを制御す
る maxMessagesPerTask オプションも参照し
てください。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.rep
lyToOnTimeoutMaxCo
ncurrent Consumers

JMS でリクエスト/リプライタイムアウトを使
用する場合に、継続中のルーティングの同時コ
ンシューマーの最大数を指定します。

1 MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.rep
lyToOverride

JMS メッセージで明示的な ReplyTo 宛先を提
供します。これにより、ReplyTo の設定が上書
きされます。メッセージをリモートキューへ転
送し、ReplyTo 宛先からリプライメッセージを
受信する場合に便利です。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.rep
lyToType

JMS で要求/応答を実行するときに replyTo
キューに使用するストラテジーを明示的に指定
できます。使用できる値は、Temporary、
Shared、または Exclusive です。デフォルトで
は、Camel は一時キューを使用します。ただ
し、responseTo が設定されている場合は、デ
フォルトで Shared が使用されます。このオプ
ションを使用すると、共有キューの代わりに排
他キューを使用できます。詳細は、Camel
JMS ドキュメント を参照してください。特
に、クラスター環境で実行している場合の影響
に関する注意事項と、Shared 応答キューのパ
フォーマンスは、その代替時間または排他的な
ものよりも低下します。[Temporary]、
[Shared]、[Exclusive] のいずれか。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.req
uestTimeout

InOut エクスチェンジパターン（ミリ秒単位）
を使用する場合の応答を待機するタイムアウ
ト。デフォルトは 20 秒です。ヘッダー
CamelJmsRequestTimeout を含めると、この
エンドポイントに設定されたタイムアウト値を
上書きすることができます。そのため、メッ
セージごとに個別のタイムアウト値を設定でき
ます。requestTimeoutCheckerInterval オプ
ションも参照してください。

20000L MEDIUM

camel.sink.endpoint.tim
eToLive

メッセージを送信する場合、メッセージの存続
時間（ミリ秒単位）を指定します。

-1L MEDIUM

camel.sink.endpoint.all
owAdditionalHeaders

このオプションは、JMS 仕様に従って無効な
値がある可能性のある追加のヘッダーを許可す
るために使用されます。たとえば、WMQ など
の一部のメッセージシステムは、バイト配列ま
たはその他の無効な型を持つ値が含まれる接頭
辞 JMS_IBM_MQMD_ を使用するヘッダー名を
持つものです。複数のヘッダー名をコンマで区
切って指定し、ワイルドカードのマッチングに
使用する接尾辞として使用できます。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.all
owNullBody

ボディーのないメッセージの送信を許可するか
どうか。このオプションが false で、メッセー
ジボディーが null の場合、JMSException が発
生します。

true MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.alw
aysCopyMessage

true の場合、送信のためにプロデューサーに渡
されるときに Camel は常にメッセージの JMS
メッセージコピーを作成します。
replyToDestinationSelectorName が設定され
ている場合など、メッセージのコピーは一部の
状況で必要になります
（replyToDestinationSelectorName が設定さ
れている場合、Camel は alwaysCopyMessage
オプションを true に設定します）。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.cor
relationProperty

InOut 交換パターンを使用する場合は、
JMSCorrelationID JMS プロパティーの代わり
にこの JMS プロパティーを使用してメッセー
ジを関連付けます。設定されたメッセージは、
このプロパティー JMSCorrelationID プロパ
ティーの値でのみ相関し、Camel によって設定
されません。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.dis
ableTimeToLive

このオプションを使用して、ライブ時間を強制
的に無効にします。たとえば、JMS でリクエ
スト/応答を行う場合、Camel はデフォルトで
送信されるメッセージの有効期間として
requestTimeout の値を使用します。この問題
は、送信側および受信側システムにクロックを
同期して同期する必要があることです。これは
常に簡単にアーカイブできる訳ではありませ
ん。したがって、disableTimeToLive=true を使
用して、送信されたメッセージで時間がライブ
値を設定しないようにすることができます。そ
の後、メッセージは受信側システムで期限切れ
になりません。詳細は、以下のセクションの
「ライブ時間について」を参照してください。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.for
ceSendOriginalMessag
e

mapJmsMessage=false を使用する場合、ルー
ト中にヘッダー（get または set）を操作する
と、Camel は新しい JMS 宛先に送信する新し
い JMS メッセージを送信します。このオプ
ションを true に設定して、Camel が受信した
元の JMS メッセージを送信するように強制し
ます。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.inc
ludeSentJMSMessageI
D

InOnly を使用して JMS 宛先に送信する場合に
のみ適用されます（例： fire and forget）。こ
のオプションを有効にすると、Camel
Exchange は、メッセージが JMS 宛先に送信さ
れたときに JMS クライアントによって使用さ
れる実際の JMSMessageID でエンリッチされ
ます。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.rep
lyToCacheLevelName

JMS で要求/応答を実行するときに、リプライ
コンシューマーの名前でキャッシュレベルを設
定します。このオプションは、（一時的ではな
く）固定応答キューを使用している場合に限り
該当します。Camel はデフォルトで
CACHE_CONSUMER（排他的の場合）または
shared w/ replyToSelectorName を使用しま
す。replyToSelectorName なしで共有される
CACHE_SESSION。IBM WebSphere などの
JMS ブローカーによっては、
reToCacheLevelName=CACHE_NONE が機能
するように設定する必要がある場合がありま
す。注記： 一時キューを使用する場合は
CACHE_NONE は許可されず、
CACHE_CONSUMER や CACHE_SESSION な
どの高い値を使用する必要があります。
[CACHE_AUTO]、[CACHE_CONNECTION]、
[CACHE_CONSUMER]、[CACHE_NONE]、
[CACHE_SESSION] のいずれか。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.rep
lyToDestinationSelecto
rName

共有キューの使用時に（一時的な応答キューを
使用していない場合は）他のユーザーからの独
自のリプライをフィルタリングできるように、
固定名を使用して JMS セレクターを設定しま
す。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.str
eamMessageTypeEnabl
ed

StreamMessage タイプが有効かどうかを指定
します。ファイル、InputStream などのスト
リーミングタイプのメッセージペイロードは、
BytesMessage または StreamMessage として
送信されます。このオプションは、使用される
種類を制御します。デフォルトでは、
BytesMessage を使用して、メッセージペイ
ロード全体をメモリーに読み込みます。このオ
プションを有効にすると、メッセージペイロー
ドはチャンクのメモリーに読み取られ、各チャ
ンクはデータがなくなるまで StreamMessage
に書き込まれます。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.all
owSerializedHeaders

シリアライズされたヘッダーを含めるかどうか
を制御します。transferExchange が true の場
合にのみ適用されます。これには、オブジェク
トがシリアライズ可能である必要があります。
Camel はシリアル化不可能なオブジェクトをす
べて除外し、WARN レベルでログに記録されま
す。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.art
emisStreamingEnabled

Apache Artemis ストリーミングモードを最適
化するかどうか。

true MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

Red Hat Integration 2020-Q4 Camel Kafka Connector のスタートガイドのスタートガイド

108



camel.sink.endpoint.asy
ncStartListener

ルートの開始時に JmsConsumer メッセージリ
スナーを非同期に起動するかどうか。たとえ
ば、JmsConsumer がリモート JMS ブロー
カーへの接続を取得できない場合は、再試行中
やフェイルオーバー中にブロックされる可能性
があります。これにより、ルートの起動中に
Camel がブロックされます。このオプションを
true に設定すると、ルートの起動が可能になり
ますが、JmsConsumer は非同期モードで専用
のスレッドを使用して JMS ブローカーに接続
します。このオプションを使用すると、接続が
確立されないと、WARN レベルで例外がログに
記録され、コンシューマーはメッセージを受信
できなくなります。次にルートを再起動して再
試行できます。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.asy
ncStopListener

ルートを停止するときに JmsConsumer メッ
セージリスナーを非同期的に停止するかどう
か。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.ba
sicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.de
stinationResolver

独自のリゾルバーを使用できるプラグ可能な
org.springframework.jms.support.destination.D
estinationResolver（たとえば、JNDI レジスト
リーから実際の宛先を検索するためなど）。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.err
orHandler

メッセージの処理中にキャッチされない例外が
発生した場合に呼び出される
org.springframework.util.ErrorHandler を指定し
ます。デフォルトでは、errorHandler が設定さ
れていない場合、これらの例外は WARN レベ
ルでログに記録されます。
errorHandlerLoggingLevel および
errorHandlerLogStackTrace オプションを使用
して、ロギングレベルおよびスタックトレース
をログに記録するかどうかを設定できます。こ
れにより、カスタム errorHandler をコーディン
グする必要よりも、設定が非常に簡単になりま
す。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.ex
ceptionListener

基礎となる JMS 例外が通知される JMS 例外リ
スナーを指定します。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.he
aderFilterStrategy

カスタム HeaderFilterStrategy を使用して
Camel メッセージに対してヘッダーをフィル
ターします。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.idl
eConsumerLimit

いつでもアイドル状態にできるコンシューマー
の数の制限を指定します。

1 MEDIUM

camel.sink.endpoint.idl
eTaskExecutionLimit

実行内でメッセージを受信せずに、受信タスク
のアイドル実行の制限を指定します。この制限
に達すると、タスクはシャットダウンし、他の
実行中のタスク（動的なスケジューリングの場
合は maxConcurrentConsumers の設定）を受
信し続けます。Spring には追加のドキュメント
があります。

1 MEDIUM

camel.sink.endpoint.inc
ludeAllJMSXProperties

JMS から Camel メッセージへのマッピング時
に、すべての JMSXxxx プロパティーを含める
かどうか。これを true に設定すると、
JMSXAppID や JMSXUserID などのプロパ
ティーが含まれます。注記： カスタムの
headerFilterStrategy を使用している場合は、
このオプションは適用されません。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.jm
sKeyFormatStrategy

JMS 鍵をエンコードおよびデコードするため
のプラグ可能なストラテジー。これにより、
JMS 仕様に準拠します。Camel は、追加設定
なしで、default と passthrough の 2 つの実装
を提供します。デフォルトのストラテジーは、
ドットとハイフン（. および -）を安全にマー
シャリングします。passthrough ストラテジー
は、鍵をそのまま残します。JMS ヘッダー
キーに不正な文字が含まれるかどうかは気にし
ない JMS ブローカーに使用できます。
org.apache.camel.component.jms.JmsKeyForm
atStrategy の独自の実装を提供し、# 表記を使
用して参照できます。[default]、
[passthrough] のいずれか。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.ma
pJmsMessage

Camel が受信した JMS メッセージを適切なペ
イロードタイプ（javax.jms.TextMessage な
ど）に自動マッピングするかどうかを指定しま
す。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.ma
xMessagesPerTask

タスクごとのメッセージ数。-1 は無制限です。
同時コンシューマー（min max など）に範囲を
使用する場合、このオプションを使用して値を
eg 100 に設定して、作業が少なくなる場合に
コンシューマーのスピードを制御することがで
きます。

-1 MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.me
ssageConverter

javax.jms.Message への/からのマップ方法を制
御するため、カスタムの Spring
org.springframework.jms.support.converter.Me
ssageConverter を使用します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.me
ssageCreatedStrategy

Camel が JMS メッセージを送信するときに
Camel が javax.jms.Message オブジェクトの新
規インスタンスを作成する際に呼び出される指
定の MessageCreatedStrategy を使用します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.me
ssageIdEnabled

送信時に、メッセージ ID を追加するかどうか
を指定します。これは JMS ブローカーへのヒ
ントに過ぎません。JMS プロバイダーがこの
ヒントを受け入れる場合、これらのメッセージ
にはメッセージ ID が null に設定されている必
要があります。プロバイダーがヒントを無視す
る場合は、メッセージ ID を通常の一意の値に
設定する必要があります。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.me
ssageListenerContaine
r Factory

メッセージを消費するために使用する
org.springframework.jms.listener.AbstractMess
ageListenerContainer を決定するために使用さ
れる MessageListenerContainerFactory のレジ
ストリー ID。これを設定すると、
consumerType が自動的に Custom に設定され
ます。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.me
ssageTimestampEnabl
ed

メッセージの送信時にタイムスタンプをデフォ
ルトで有効にするかどうかを指定します。これ
は JMS ブローカーへのヒントに過ぎません。
JMS プロバイダーがこのヒントを受け入れる
場合、これらのメッセージではタイムスタンプ
がゼロに設定される必要があります。プロバイ
ダーがヒントを無視する場合は、タイムスタン
プを通常の値に設定する必要があります。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.pu
bSubNoLocal

独自の接続によって公開されるメッセージの配
信を抑制するかどうかを指定します。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.rec
eiveTimeout

メッセージの受信のタイムアウト（ミリ秒単
位）。

1000L MEDIUM

camel.sink.endpoint.rec
overyInterval

リカバリーを試行する間隔を指定します（例：
接続の更新時（ミリ秒単位）。デフォルトは
5000 ミリ秒で、5 秒です。

5000L MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.req
uestTimeoutCheckerInt
erval

JMS でリクエスト/リプライを行うときに
Camel がタイムアウトしたエクスチェンジを
チェックする頻度を設定します。デフォルトで
は、Camel は 1 秒ごとに 1 回チェックします。
ただし、タイムアウトの発生時により迅速に対
応する必要がある場合は、この間隔を減らして
より頻繁に確認できます。タイムアウトは、
requestTimeout オプションで決定されます。

1000L MEDIUM

camel.sink.endpoint.sy
nchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.tra
nsferException

有効にすると、リクエスト応答メッセージング
(InOut)を使用し、エクスチェンジがコン
シューマー側で失敗した場合、発生した例外は
javax.jms.ObjectMessage として応答として返
信されます。クライアントが Camel の場合、
返された Exception が再スローされます。これ
により、Camel JMS をルーティングのブリッ
ジとして使用できます。たとえば、永続キュー
を使用して堅牢なルーティングを有効にするこ
とができます。transferExchange も有効化され
ている場合には、このオプションが優先されま
す。例外がシリアライズ可能である必要があり
ます。コンシューマー側の元の例外は、プロ
デューサーに戻されたときに
org.apache.camel.RuntimeCamelException な
どの外部例外でラップできます。データは
Java オブジェクトのシリアライゼーションを
使用し、受信がクラスレベルでデータをデシリ
アライズできるようにする必要があります。こ
れにより、プロデューサーとコンシューマー間
で強力な結合が強制されます。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.tra
nsferExchange

ボディーとヘッダーだけでなく、ネットワーク
上でエクスチェンジを転送できます。次の
フィールドが転送されます。本文、Out ボ
ディー、フォールト本文、In ヘッダー、Out
ヘッダー、フォールトヘッダー、エクスチェン
ジプロパティー、エクスチェンジ例外。これに
は、オブジェクトがシリアライズ可能である必
要があります。Camel はシリアル化不可能なオ
ブジェクトをすべて除外し、WARN レベルでロ
グに記録されます。プロデューサーとコン
シューマー側の両方でこのオプションを有効に
する必要があります。そのため、Camel はペイ
ロードが通常のペイロードではなく Exchange
を認識します。データは Java オブジェクトの
シリアライゼーションを使用し、受信がクラス
レベルでデータをデシリアライズできるように
する必要があります。これにより、互換性のあ
る Camel バージョンを使用するプロデュー
サーとコンシューマー間で強力な結合が強制さ
れます。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.us
eMessageIDAsCorrelati
onID

InOut メッセージに対して JMSCorrelationID
として常に JMSMessageID を使用するかどう
かを指定します。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.wai
tForProvisionCorrelatio
nTo
BeUpdatedCounter

request/reply over JMS を実行し、オプション
useMessageIDAsCorrelationID が有効になって
いる場合に、プロビジョニング ID が実際の相
関 ID に更新されるまで待機する回数。

50 MEDIUM

camel.sink.endpoint.wai
tForProvisionCorrelatio
nTo
BeUpdatedThreadSlee
pingTime

プロビジョニングの相関 ID の更新を待機する
間に毎回スリープ状態になる間隔（ミリ秒単
位）。

100L MEDIUM

camel.sink.endpoint.pa
ssword

ConnectionFactory で使用するパスワード。ま
た、ユーザー名/パスワードを
ConnectionFactory に直接設定することもでき
ます。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.us
ername

ConnectionFactory で使用するユーザー名。ま
た、ユーザー名/パスワードを
ConnectionFactory に直接設定することもでき
ます。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.tra
nsacted

トランザクションモードを使用するかどうかを
指定します。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.tra
nsactedInOut

このフラグが true に設定されている場合、
InOut 操作（要求応答）のデフォルトが
transacted モードを使用するように指定され、
Spring JmsTemplate には sessionTransacted
が true に設定され、InOut 操作に使用される
JmsTemplate で acknowledgeMode がトラン
ザクションとして処理されるかどうかを指定し
ます。Spring JMS から： JTA トランザクショ
ン内で createQueue に渡されるパラメーター
createTopic メソッドは考慮されません。Java
EE トランザクションコンテキストに応じて、
コンテナーはこれらの値に対して独自の決定を
行います。この場合、Spring JMS は既存の
JMS セッションで動作するため、これらのパ
ラメーターはローカルで管理されるトランザク
ション内で考慮されません。このフラグを true
に設定すると、管理トランザクション外で実行
される場合は短いローカル JMS トランザク
ションが使用され、管理トランザクション
（XA トランザクション以外）が存在する場合
に同期されたローカル JMS トランザクション
が使用されます。これは、メインのトランザク
ションとともに管理されるローカル JMS トラ
ンザクション（ネイティブ JDBC トランザク
ションである可能性がある）の影響を受け、
JMS トランザクションはメイントランザク
ションの直後にコミットされます。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.laz
yCreateTransactionMa
nager

true の場合、transacted=true オプション時に
transactionManager が挿入されていない場
合、Camel は JmsTransactionManager を作成
します。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.tra
nsactionManager

使用する Spring トランザクションマネー
ジャー。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.tra
nsactionName

使用するトランザクションの名前。 null MEDIUM

camel.sink.endpoint.tra
nsactionTimeout

トランザクションモードを使用している場合
は、トランザクションのタイムアウト値（秒単
位）。

-1 MEDIUM

camel.component.jms.c
lientId

使用する JMS クライアント ID を設定します。
この値は一意でなければならず、単一の JMS
接続インスタンスでのみ使用できることに注意
してください。通常、永続トピックサブスクリ
プションにのみ必要です。Apache ActiveMQ
を使用する場合は、代わりに Virtual Topics を
使用することが推奨されます。

null MEDIUM
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camel.component.jms.c
onnectionFactory

使用する接続ファクトリー。接続ファクトリー
はコンポーネントまたはエンドポイントのいず
れかで設定する必要があります。

null MEDIUM

camel.component.jms.d
isableReplyTo

Camel がメッセージの JMSReplyTo ヘッダー
を無視するかどうかを指定します。true の場
合、Camel は JMSReplyTo ヘッダーで指定さ
れた宛先に返信を返しません。Camel がルート
から消費し、コードの別のコンポーネントがリ
プライメッセージを処理するため、Camel が自
動的に応答メッセージを送りないようにするに
は、このオプションを使用できます。Camel を
異なるメッセージブローカー間でプロキシーと
して使用し、あるシステムから別のシステムへ
メッセージをルーティングする場合は、このオ
プションを使用することもできます。

false MEDIUM

camel.component.jms.d
urableSubscriptionNam
e

永続トピックサブスクリプションを指定するた
めの永続サブスクライバー名。clientId オプ
ションも設定する必要があります。

null MEDIUM

camel.component.jms.j
msMessageType

JMS メッセージの送信に、特定の
javax.jms.Message 実装を強制的に使用できる
ようにします。使用できる値は、Bytes、
Map、Object、Stream、Text です。デフォル
トでは、Camel は In body タイプから使用する
JMS メッセージタイプを決定します。このオ
プションを指定すると、指定できます。
[Bytes]、[Map]、[Object]、[Stream]、[Text]
のいずれか。

null MEDIUM

camel.component.jms.t
estConnectionOnStart
up

起動時に接続をテストするかどうかを指定しま
す。これにより、Camel が起動すると、すべて
の JMS コンシューマーが JMS ブローカーへの
有効な接続になります。コネクションを許可で
きない場合、Camel は起動時に例外をスローし
ます。これにより、Camel が接続の失敗で開始
しないようになります。JMS プロデューサー
もテストされています。

false MEDIUM

camel.component.jms.d
eliveryDelay

JMS の送信呼び出しに使用する配信遅延を設
定します。このオプションには JMS 2.0 準拠
のブローカーが必要です。

-1L MEDIUM

camel.component.jms.d
eliveryMode

使用する配信モードを指定します。使用できる
値は、javax.jms.DeliveryMode で定義される値
です。NON_PERSISTENT = 1 and PERSISTENT
= 2.次のいずれか： [1] [2]

null MEDIUM
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camel.component.jms.d
eliveryPersistent

永続配信がデフォルトで使用されるかどうかを
指定します。

true MEDIUM

camel.component.jms.e
xplicitQosEnabled

メッセージの送信時に、サービスの
deliveryMode、priority、または timeToLive
qualities が使用される場合を設定します。この
オプションは Spring の JmsTemplate に基づい
ています。deliveryMode、priority、および
timeToLive オプションは、現在のエンドポイ
ントに適用されます。これは、メッセージの粒
度で操作する preserveMessageQos オプショ
ンとは対照的で、Camel In メッセージヘッダー
からのみ QoS プロパティーを読み取ります。

"false" MEDIUM

camel.component.jms.f
ormatDateHeadersToIs
o8601

ISO 8601 標準に従って JMS 日付プロパティー
をフォーマットするかどうかを設定します。

false MEDIUM

camel.component.jms.l
azyStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.component.jms.p
reserveMessageQos

JMS エンドポイントの QoS 設定の代わりに、
メッセージに指定された QoS 設定を使用して
メッセージを送信する場合は、true に設定しま
す。以下の 3 つのヘッダーは JMSPriority、
JMSDeliveryMode、および JMSExpiration と
みなされます。提供できるのは、すべてまたは
一部のみです。指定しないと、Camel は代わり
にエンドポイントから値を使用するように
フォールバックします。そのため、このオプ
ションを使用すると、ヘッダーはエンドポイン
トの値を上書きします。一方、
explicitQosEnabled オプションはエンドポイン
トに設定されたオプションのみを使用し、メッ
セージヘッダーの値を使用しません。

false MEDIUM
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camel.component.jms.p
riority

1 より大きい値は送信時にメッセージの優先度
を指定します（0 は優先度が最も低く、9 が最
も高い値になります）。このオプションを有効
にするには、explicitQosEnabled オプションも
有効にする必要があります。以下のいずれか：
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

4 MEDIUM

camel.component.jms.r
eplyToConcurrentCons
umers

JMS で要求/応答を実行する際の同時コン
シューマーのデフォルト数を指定します。ス
レッドの動的スケールアップ/ダウンを制御す
る maxMessagesPerTask オプションも参照し
てください。

1 MEDIUM

camel.component.jms.r
eplyToMaxConcurrent
Consumers

JMS 上でリクエスト/応答を使用する場合の同
時コンシューマーの最大数を指定します。ス
レッドの動的スケールアップ/ダウンを制御す
る maxMessagesPerTask オプションも参照し
てください。

null MEDIUM

camel.component.jms.r
eplyToOnTimeoutMax
Concurrent Consumers

JMS でリクエスト/リプライタイムアウトを使
用する場合に、継続中のルーティングの同時コ
ンシューマーの最大数を指定します。

1 MEDIUM

camel.component.jms.r
eplyToOverride

JMS メッセージで明示的な ReplyTo 宛先を提
供します。これにより、ReplyTo の設定が上書
きされます。メッセージをリモートキューへ転
送し、ReplyTo 宛先からリプライメッセージを
受信する場合に便利です。

null MEDIUM

camel.component.jms.r
eplyToType

JMS で要求/応答を実行するときに replyTo
キューに使用するストラテジーを明示的に指定
できます。使用できる値は、Temporary、
Shared、または Exclusive です。デフォルトで
は、Camel は一時キューを使用します。ただ
し、responseTo が設定されている場合は、デ
フォルトで Shared が使用されます。このオプ
ションを使用すると、共有キューの代わりに排
他キューを使用できます。詳細は、Camel
JMS ドキュメント を参照してください。特
に、クラスター環境で実行している場合の影響
に関する注意事項と、Shared 応答キューのパ
フォーマンスは、その代替時間または排他的な
ものよりも低下します。[Temporary]、
[Shared]、[Exclusive] のいずれか。

null MEDIUM
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camel.component.jms.r
equestTimeout

InOut エクスチェンジパターン（ミリ秒単位）
を使用する場合の応答を待機するタイムアウ
ト。デフォルトは 20 秒です。ヘッダー
CamelJmsRequestTimeout を含めると、この
エンドポイントに設定されたタイムアウト値を
上書きすることができます。そのため、メッ
セージごとに個別のタイムアウト値を設定でき
ます。requestTimeoutCheckerInterval オプ
ションも参照してください。

20000L MEDIUM

camel.component.jms.ti
meToLive

メッセージを送信する場合、メッセージの存続
時間（ミリ秒単位）を指定します。

-1L MEDIUM

camel.component.jms.a
llowAdditionalHeaders

このオプションは、JMS 仕様に従って無効な
値がある可能性のある追加のヘッダーを許可す
るために使用されます。たとえば、WMQ など
の一部のメッセージシステムは、バイト配列ま
たはその他の無効な型を持つ値が含まれる接頭
辞 JMS_IBM_MQMD_ を使用するヘッダー名を
持つものです。複数のヘッダー名をコンマで区
切って指定し、ワイルドカードのマッチングに
使用する接尾辞として使用できます。

null MEDIUM

camel.component.jms.a
llowNullBody

ボディーのないメッセージの送信を許可するか
どうか。このオプションが false で、メッセー
ジボディーが null の場合、JMSException が発
生します。

true MEDIUM

camel.component.jms.a
lwaysCopyMessage

true の場合、送信のためにプロデューサーに渡
されるときに Camel は常にメッセージの JMS
メッセージコピーを作成します。
replyToDestinationSelectorName が設定され
ている場合など、メッセージのコピーは一部の
状況で必要になります
（replyToDestinationSelectorName が設定さ
れている場合、Camel は alwaysCopyMessage
オプションを true に設定します）。

false MEDIUM

camel.component.jms.c
orrelationProperty

InOut 交換パターンを使用する場合は、
JMSCorrelationID JMS プロパティーの代わり
にこの JMS プロパティーを使用してメッセー
ジを関連付けます。設定されたメッセージは、
このプロパティー JMSCorrelationID プロパ
ティーの値でのみ相関し、Camel によって設定
されません。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.jms.d
isableTimeToLive

このオプションを使用して、ライブ時間を強制
的に無効にします。たとえば、JMS でリクエ
スト/応答を行う場合、Camel はデフォルトで
送信されるメッセージの有効期間として
requestTimeout の値を使用します。この問題
は、送信側および受信側システムにクロックを
同期して同期する必要があることです。これは
常に簡単にアーカイブできる訳ではありませ
ん。したがって、disableTimeToLive=true を使
用して、送信されたメッセージで時間がライブ
値を設定しないようにすることができます。そ
の後、メッセージは受信側システムで期限切れ
になりません。詳細は、以下のセクションの
「ライブ時間について」を参照してください。

false MEDIUM

camel.component.jms.f
orceSendOriginalMessa
ge

mapJmsMessage=false を使用する場合、ルー
ト中にヘッダー（get または set）を操作する
と、Camel は新しい JMS 宛先に送信する新し
い JMS メッセージを送信します。このオプ
ションを true に設定して、Camel が受信した
元の JMS メッセージを送信するように強制し
ます。

false MEDIUM

camel.component.jms.i
ncludeSentJMSMessag
eID

InOnly を使用して JMS 宛先に送信する場合に
のみ適用されます（例： fire and forget）。こ
のオプションを有効にすると、Camel
Exchange は、メッセージが JMS 宛先に送信さ
れたときに JMS クライアントによって使用さ
れる実際の JMSMessageID でエンリッチされ
ます。

false MEDIUM

camel.component.jms.r
eplyToCacheLevelNam
e

JMS で要求/応答を実行するときに、リプライ
コンシューマーの名前でキャッシュレベルを設
定します。このオプションは、（一時的ではな
く）固定応答キューを使用している場合に限り
該当します。Camel はデフォルトで
CACHE_CONSUMER（排他的の場合）または
shared w/ replyToSelectorName を使用しま
す。replyToSelectorName なしで共有される
CACHE_SESSION。IBM WebSphere などの
JMS ブローカーによっては、
reToCacheLevelName=CACHE_NONE が機能
するように設定する必要がある場合がありま
す。注記： 一時キューを使用する場合は
CACHE_NONE は許可されず、
CACHE_CONSUMER や CACHE_SESSION な
どの高い値を使用する必要があります。
[CACHE_AUTO]、[CACHE_CONNECTION]、
[CACHE_CONSUMER]、[CACHE_NONE]、
[CACHE_SESSION] のいずれか。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.jms.r
eplyToDestinationSele
ctorName

共有キューの使用時に（一時的な応答キューを
使用していない場合は）他のユーザーからの独
自のリプライをフィルタリングできるように、
固定名を使用して JMS セレクターを設定しま
す。

null MEDIUM

camel.component.jms.s
treamMessageTypeEna
bled

StreamMessage タイプが有効かどうかを指定
します。ファイル、InputStream などのスト
リーミングタイプのメッセージペイロードは、
BytesMessage または StreamMessage として
送信されます。このオプションは、使用される
種類を制御します。デフォルトでは、
BytesMessage を使用して、メッセージペイ
ロード全体をメモリーに読み込みます。このオ
プションを有効にすると、メッセージペイロー
ドはチャンクのメモリーに読み取られ、各チャ
ンクはデータがなくなるまで StreamMessage
に書き込まれます。

false MEDIUM

camel.component.jms.a
llowAutoWiredConnecti
on Factory

接続ファクトリーが設定されていない場合に、
レジストリーから ConnectionFactory を自動検
出するかどうか。ConnectionFactory の 1 つの
インスタンスのみが見つかると、そのインスタ
ンスが使用されます。これはデフォルトで有効
になっています。

true MEDIUM

camel.component.jms.a
llowAutoWiredDestinati
on Resolver

宛先リゾルバーが設定されていない場合には、
レジストリーから DestinationResolver を自動
検出するかどうか。DestinationResolver のイ
ンスタンスが 1 つだけ見つかった場合は、それ
が使用されます。これはデフォルトで有効に
なっています。

true MEDIUM

camel.component.jms.a
llowSerializedHeaders

シリアライズされたヘッダーを含めるかどうか
を制御します。transferExchange が true の場
合にのみ適用されます。これには、オブジェク
トがシリアライズ可能である必要があります。
Camel はシリアル化不可能なオブジェクトをす
べて除外し、WARN レベルでログに記録されま
す。

false MEDIUM

camel.component.jms.a
rtemisStreamingEnable
d

Apache Artemis ストリーミングモードを最適
化するかどうか。

true MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.jms.a
syncStartListener

ルートの開始時に JmsConsumer メッセージリ
スナーを非同期に起動するかどうか。たとえ
ば、JmsConsumer がリモート JMS ブロー
カーへの接続を取得できない場合は、再試行中
やフェイルオーバー中にブロックされる可能性
があります。これにより、ルートの起動中に
Camel がブロックされます。このオプションを
true に設定すると、ルートの起動が可能になり
ますが、JmsConsumer は非同期モードで専用
のスレッドを使用して JMS ブローカーに接続
します。このオプションを使用すると、接続が
確立されないと、WARN レベルで例外がログに
記録され、コンシューマーはメッセージを受信
できなくなります。次にルートを再起動して再
試行できます。

false MEDIUM

camel.component.jms.a
syncStopListener

ルートを停止するときに JmsConsumer メッ
セージリスナーを非同期的に停止するかどう
か。

false MEDIUM

camel.component.jms.b
asicPropertyBinding

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

camel.component.jms.c
onfiguration

共有 JMS 設定を使用するには、以下を実行し
ます。

null MEDIUM

camel.component.jms.d
estinationResolver

独自のリゾルバーを使用できるプラグ可能な
org.springframework.jms.support.destination.D
estinationResolver（たとえば、JNDI レジスト
リーから実際の宛先を検索するためなど）。

null MEDIUM

camel.component.jms.e
rrorHandler

メッセージの処理中にキャッチされない例外が
発生した場合に呼び出される
org.springframework.util.ErrorHandler を指定し
ます。デフォルトでは、errorHandler が設定さ
れていない場合、これらの例外は WARN レベ
ルでログに記録されます。
errorHandlerLoggingLevel および
errorHandlerLogStackTrace オプションを使用
して、ロギングレベルおよびスタックトレース
をログに記録するかどうかを設定できます。こ
れにより、カスタム errorHandler をコーディン
グする必要よりも、設定が非常に簡単になりま
す。

null MEDIUM

camel.component.jms.e
xceptionListener

基礎となる JMS 例外が通知される JMS 例外リ
スナーを指定します。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.jms.i
dleConsumerLimit

いつでもアイドル状態にできるコンシューマー
の数の制限を指定します。

1 MEDIUM

camel.component.jms.i
dleTaskExecutionLimit

実行内でメッセージを受信せずに、受信タスク
のアイドル実行の制限を指定します。この制限
に達すると、タスクはシャットダウンし、他の
実行中のタスク（動的なスケジューリングの場
合は maxConcurrentConsumers の設定）を受
信し続けます。Spring には追加のドキュメント
があります。

1 MEDIUM

camel.component.jms.i
ncludeAllJMSXProperti
es

JMS から Camel メッセージへのマッピング時
に、すべての JMSXxxx プロパティーを含める
かどうか。これを true に設定すると、
JMSXAppID や JMSXUserID などのプロパ
ティーが含まれます。注記： カスタムの
headerFilterStrategy を使用している場合は、
このオプションは適用されません。

false MEDIUM

camel.component.jms.j
msKeyFormatStrategy

JMS 鍵をエンコードおよびデコードするため
のプラグ可能なストラテジー。これにより、
JMS 仕様に準拠します。Camel は、追加設定
なしで、default と passthrough の 2 つの実装
を提供します。デフォルトのストラテジーは、
ドットとハイフン（. および -）を安全にマー
シャリングします。passthrough ストラテジー
は、鍵をそのまま残します。JMS ヘッダー
キーに不正な文字が含まれるかどうかは気にし
ない JMS ブローカーに使用できます。
org.apache.camel.component.jms.JmsKeyForm
atStrategy の独自の実装を提供し、# 表記を使
用して参照できます。[default]、
[passthrough] のいずれか。

null MEDIUM

camel.component.jms.
mapJmsMessage

Camel が受信した JMS メッセージを適切なペ
イロードタイプ（javax.jms.TextMessage な
ど）に自動マッピングするかどうかを指定しま
す。

true MEDIUM

camel.component.jms.
maxMessagesPerTask

タスクごとのメッセージ数。-1 は無制限です。
同時コンシューマー（min max など）に範囲を
使用する場合、このオプションを使用して値を
eg 100 に設定して、作業が少なくなる場合に
コンシューマーのスピードを制御することがで
きます。

-1 MEDIUM

camel.component.jms.
messageConverter

javax.jms.Message への/からのマップ方法を制
御するため、カスタムの Spring
org.springframework.jms.support.converter.Me
ssageConverter を使用します。

null MEDIUM
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camel.component.jms.
messageCreatedStrate
gy

Camel が JMS メッセージを送信するときに
Camel が javax.jms.Message オブジェクトの新
規インスタンスを作成する際に呼び出される指
定の MessageCreatedStrategy を使用します。

null MEDIUM

camel.component.jms.
messageIdEnabled

送信時に、メッセージ ID を追加するかどうか
を指定します。これは JMS ブローカーへのヒ
ントに過ぎません。JMS プロバイダーがこの
ヒントを受け入れる場合、これらのメッセージ
にはメッセージ ID が null に設定されている必
要があります。プロバイダーがヒントを無視す
る場合は、メッセージ ID を通常の一意の値に
設定する必要があります。

true MEDIUM

camel.component.jms.
messageListenerContai
ner Factory

メッセージを消費するために使用する
org.springframework.jms.listener.AbstractMess
ageListenerContainer を決定するために使用さ
れる MessageListenerContainerFactory のレジ
ストリー ID。これを設定すると、
consumerType が自動的に Custom に設定され
ます。

null MEDIUM

camel.component.jms.
messageTimestampEn
abled

メッセージの送信時にタイムスタンプをデフォ
ルトで有効にするかどうかを指定します。これ
は JMS ブローカーへのヒントに過ぎません。
JMS プロバイダーがこのヒントを受け入れる
場合、これらのメッセージではタイムスタンプ
がゼロに設定される必要があります。プロバイ
ダーがヒントを無視する場合は、タイムスタン
プを通常の値に設定する必要があります。

true MEDIUM

camel.component.jms.p
ubSubNoLocal

独自の接続によって公開されるメッセージの配
信を抑制するかどうかを指定します。

false MEDIUM

camel.component.jms.q
ueueBrowseStrategy

キューの参照時にカスタム
QueueBrowseStrategy を使用する

null MEDIUM

camel.component.jms.r
eceiveTimeout

メッセージの受信のタイムアウト（ミリ秒単
位）。

1000L MEDIUM

camel.component.jms.r
ecoveryInterval

リカバリーを試行する間隔を指定します（例：
接続の更新時（ミリ秒単位）。デフォルトは
5000 ミリ秒で、5 秒です。

5000L MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.jms.r
equestTimeoutChecker
Interval

JMS でリクエスト/リプライを行うときに
Camel がタイムアウトしたエクスチェンジを
チェックする頻度を設定します。デフォルトで
は、Camel は 1 秒ごとに 1 回チェックします。
ただし、タイムアウトの発生時により迅速に対
応する必要がある場合は、この間隔を減らして
より頻繁に確認できます。タイムアウトは、
requestTimeout オプションで決定されます。

1000L MEDIUM

camel.component.jms.t
ransferException

有効にすると、リクエスト応答メッセージング
(InOut)を使用し、エクスチェンジがコン
シューマー側で失敗した場合、発生した例外は
javax.jms.ObjectMessage として応答として返
信されます。クライアントが Camel の場合、
返された Exception が再スローされます。これ
により、Camel JMS をルーティングのブリッ
ジとして使用できます。たとえば、永続キュー
を使用して堅牢なルーティングを有効にするこ
とができます。transferExchange も有効化され
ている場合には、このオプションが優先されま
す。例外がシリアライズ可能である必要があり
ます。コンシューマー側の元の例外は、プロ
デューサーに戻されたときに
org.apache.camel.RuntimeCamelException な
どの外部例外でラップできます。データは
Java オブジェクトのシリアライゼーションを
使用し、受信がクラスレベルでデータをデシリ
アライズできるようにする必要があります。こ
れにより、プロデューサーとコンシューマー間
で強力な結合が強制されます。

false MEDIUM

camel.component.jms.t
ransferExchange

ボディーとヘッダーだけでなく、ネットワーク
上でエクスチェンジを転送できます。次の
フィールドが転送されます。本文、Out ボ
ディー、フォールト本文、In ヘッダー、Out
ヘッダー、フォールトヘッダー、エクスチェン
ジプロパティー、エクスチェンジ例外。これに
は、オブジェクトがシリアライズ可能である必
要があります。Camel はシリアル化不可能なオ
ブジェクトをすべて除外し、WARN レベルでロ
グに記録されます。プロデューサーとコン
シューマー側の両方でこのオプションを有効に
する必要があります。そのため、Camel はペイ
ロードが通常のペイロードではなく Exchange
を認識します。データは Java オブジェクトの
シリアライゼーションを使用し、受信がクラス
レベルでデータをデシリアライズできるように
する必要があります。これにより、互換性のあ
る Camel バージョンを使用するプロデュー
サーとコンシューマー間で強力な結合が強制さ
れます。

false MEDIUM
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camel.component.jms.u
seMessageIDAsCorrela
tionID

InOut メッセージに対して JMSCorrelationID
として常に JMSMessageID を使用するかどう
かを指定します。

false MEDIUM

camel.component.jms.
waitForProvisionCorrel
ationTo
BeUpdatedCounter

request/reply over JMS を実行し、オプション
useMessageIDAsCorrelationID が有効になって
いる場合に、プロビジョニング ID が実際の相
関 ID に更新されるまで待機する回数。

50 MEDIUM

camel.component.jms.
waitForProvisionCorrel
ationTo
BeUpdatedThreadSlee
pingTime

プロビジョニングの相関 ID の更新を待機する
間に毎回スリープ状態になる間隔（ミリ秒単
位）。

100L MEDIUM

camel.component.jms.h
eaderFilterStrategy

カスタムの
org.apache.camel.spi.HeaderFilterStrategy を
使用して、Camel メッセージとの間でヘッダー
をフィルターします。

null MEDIUM

camel.component.jms.p
assword

ConnectionFactory で使用するパスワード。ま
た、ユーザー名/パスワードを
ConnectionFactory に直接設定することもでき
ます。

null MEDIUM

camel.component.jms.u
sername

ConnectionFactory で使用するユーザー名。ま
た、ユーザー名/パスワードを
ConnectionFactory に直接設定することもでき
ます。

null MEDIUM

camel.component.jms.t
ransacted

トランザクションモードを使用するかどうかを
指定します。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.jms.t
ransactedInOut

このフラグが true に設定されている場合、
InOut 操作（要求応答）のデフォルトが
transacted モードを使用するように指定され、
Spring JmsTemplate には sessionTransacted
が true に設定され、InOut 操作に使用される
JmsTemplate で acknowledgeMode がトラン
ザクションとして処理されるかどうかを指定し
ます。Spring JMS から： JTA トランザクショ
ン内で createQueue に渡されるパラメーター
createTopic メソッドは考慮されません。Java
EE トランザクションコンテキストに応じて、
コンテナーはこれらの値に対して独自の決定を
行います。この場合、Spring JMS は既存の
JMS セッションで動作するため、これらのパ
ラメーターはローカルで管理されるトランザク
ション内で考慮されません。このフラグを true
に設定すると、管理トランザクション外で実行
される場合は短いローカル JMS トランザク
ションが使用され、管理トランザクション
（XA トランザクション以外）が存在する場合
に同期されたローカル JMS トランザクション
が使用されます。これは、メインのトランザク
ションとともに管理されるローカル JMS トラ
ンザクション（ネイティブ JDBC トランザク
ションである可能性がある）の影響を受け、
JMS トランザクションはメイントランザク
ションの直後にコミットされます。

false MEDIUM

camel.component.jms.l
azyCreateTransaction
Manager

true の場合、transacted=true オプション時に
transactionManager が挿入されていない場
合、Camel は JmsTransactionManager を作成
します。

true MEDIUM

camel.component.jms.t
ransactionManager

使用する Spring トランザクションマネー
ジャー。

null MEDIUM

camel.component.jms.t
ransactionName

使用するトランザクションの名前。 null MEDIUM

camel.component.jms.t
ransactionTimeout

トランザクションモードを使用している場合
は、トランザクションのタイムアウト値（秒単
位）。

-1 MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-jms シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-jms シンクコネクターには、そのまま使える変換はありません。

camel-jms シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。
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camel-jms-kafka-connector をソースとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコネク
ターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのソースコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-jms ソースコネクターは、以下に示す 143 オプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.source.path.desti
nationType

[queue]、[topic]、[temp-queue]、[temp-
topic] のいずれかを使用する宛先の種類。

"queue" MEDIUM

camel.source.path.desti
nationName

宛先として使用するキューまたはトピックの名
前

null HIGH

camel.source.endpoint.
clientId

使用する JMS クライアント ID を設定します。
この値は一意でなければならず、単一の JMS
接続インスタンスでのみ使用できることに注意
してください。通常、永続トピックサブスクリ
プションにのみ必要です。Apache ActiveMQ
を使用する場合は、代わりに Virtual Topics を
使用することが推奨されます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
connectionFactory

使用する接続ファクトリー。接続ファクトリー
はコンポーネントまたはエンドポイントのいず
れかで設定する必要があります。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
disableReplyTo

Camel がメッセージの JMSReplyTo ヘッダー
を無視するかどうかを指定します。true の場
合、Camel は JMSReplyTo ヘッダーで指定さ
れた宛先に返信を返しません。Camel がルート
から消費し、コードの別のコンポーネントがリ
プライメッセージを処理するため、Camel が自
動的に応答メッセージを送りないようにするに
は、このオプションを使用できます。Camel を
異なるメッセージブローカー間でプロキシーと
して使用し、あるシステムから別のシステムへ
メッセージをルーティングする場合は、このオ
プションを使用することもできます。

false MEDIUM

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-jms-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.jms.CamelJmsSourceConnector
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camel.source.endpoint.
durableSubscriptionNa
me

永続トピックサブスクリプションを指定するた
めの永続サブスクライバー名。clientId オプ
ションも設定する必要があります。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.j
msMessageType

JMS メッセージの送信に、特定の
javax.jms.Message 実装を強制的に使用できる
ようにします。使用できる値は、Bytes、
Map、Object、Stream、Text です。デフォル
トでは、Camel は In body タイプから使用する
JMS メッセージタイプを決定します。このオ
プションを指定すると、指定できます。
[Bytes]、[Map]、[Object]、[Stream]、[Text]
のいずれか。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
testConnectionOnStart
up

起動時に接続をテストするかどうかを指定しま
す。これにより、Camel が起動すると、すべて
の JMS コンシューマーが JMS ブローカーへの
有効な接続になります。コネクションを許可で
きない場合、Camel は起動時に例外をスローし
ます。これにより、Camel が接続の失敗で開始
しないようになります。JMS プロデューサー
もテストされています。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
acknowledgementMod
eName

JMS 確認名。SESSION_TRANSACTED、
CLIENT_ACKNOWLEDGE、
AUTO_ACKNOWLEDGE、
DUPS_OK_ACKNOWLEDGE One of:
[SESSION_TRANSACTED]
[CLIENT_ACKNOWLEDGE]
[AUTO_ACKNOWLEDGE]
[AUTO_ACKNOWLEDGE]
[DUPS_OK_ACKNOWLEDGE] のいずれか。

"AUTO_ACK
NOWLEDGE
"

MEDIUM

camel.source.endpoint.
asyncConsumer

JmsConsumer が Exchange を非同期的に処理
するかどうか。有効にすると、JmsConsumer
は JMS キューから次のメッセージを取得し、
以前のメッセージは非同期で処理されます（非
同期ルーティングエンジンにより）。つまり、
メッセージは 100% を厳密に順番に処理できま
す。無効にすると（デフォルト）、
JmsConsumer が JMS キューから次のメッ
セージを取得する前に Exchange が完全に処理
されます。トランザクション処理が有効になっ
ている場合、非同期Consumer=true は非同期
的に実行されません。トランザクションは同期
的に実行される必要があるため（Camel 3.0 は
非同期トランザクションをサポートする可能性
があります）。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
autoStartup

コンシューマーコンテナーが自動起動すべきか
どうかを指定します。

true MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
cacheLevel

ベースにある JMS リソースの ID でキャッシュ
レベルを設定します。詳細は、
cacheLevelName オプションを参照してくださ
い。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
cacheLevelName

ベースにある JMS リソースの名前でキャッ
シュレベルを設定します。使用できる値は、
CACHE_AUTO、CACHE_CONNECTION、
CACHE_CONSUMER、CACHE_NONE、
CACHE_SESSION です。デフォルト設定は
CACHE_AUTO です。詳細は、Spring ドキュメ
ント および Transactions Cache Levels を参照
してください。[CACHE_AUTO]、
[CACHE_CONNECTION]、
[CACHE_CONSUMER]、[CACHE_NONE]、
[CACHE_SESSION] のいずれか。

"CACHE_AU
TO"

MEDIUM

camel.source.endpoint.
concurrentConsumers

（JMS 上でリクエストや応答ではなく）JMS
から消費する場合の同時コンシューマーのデ
フォルト数を指定します。スレッドの動的ス
ケールアップ/ダウンを制御する
maxMessagesPerTask オプションも参照してく
ださい。JMS で要求/応答を行う場合、オプ
ション replyToConcurrentConsumers を使用し
て、リプライメッセージリスナーで同時コン
シューマーの数を制御します。

1 MEDIUM

camel.source.endpoint.
maxConcurrentConsum
ers

（JMS 上でリクエストや応答ではなく）JMS
から消費する場合の同時コンシューマーの最大
数を指定します。スレッドの動的スケールアッ
プ/ダウンを制御する maxMessagesPerTask オ
プションも参照してください。JMS で要求/応
答を行う場合、オプション
replyToMaxConcurrentConsumers を使用し
て、リプライメッセージリスナーで同時コン
シューマーの数を制御します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
replyTo

Message.getJMSReplyTo（）の着信値を上書
きする明示的な ReplyTo 宛先を提供します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
replyToDeliveryPersist
ent

返信に永続配信を使用するかどうかを指定しま
す。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
selector

使用する JMS セレクターを設定します。 null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
subscriptionDurable

サブスクリプションを永続化するかどうかを設
定します。使用する永続サブスクリプション名
は、subscriptionName プロパティーから指定
できます。デフォルトは false です。通常、永
続サブスクリプションを登録するには、これを
true に設定します（メッセージリスナークラス
名がサブスクリプション名として適切である場
合）。トピックをリッスンする場合にのみ
（pub-sub ドメイン）、このメソッドは
pubSubDomain フラグも切り替えます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
subscriptionName

作成するサブスクリプションの名前を設定しま
す。共有サブスクリプションまたは永続サブス
クリプションがあるトピック（pub-sub ドメイ
ン）の場合に適用できます。サブスクリプショ
ン名は、クライアントの JMS クライアント ID
内で一意である必要があります。default は、
指定されたメッセージリスナーのクラス名で
す。注記： 共有サブスクリプション（JMS 2.0
が必要）を除き、サブスクリプションごとに 1
つの同時コンシューマー（このメッセージリス
ナーコンテナーのデフォルト）のみが許可され
ます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
subscriptionShared

サブスクリプションを共有するかどうかを設定
します。使用する共有サブスクリプション名
は、subscriptionName プロパティーから指定
できます。デフォルトは false です。共有サブ
スクリプションを登録するには、true に設定し
ます。通常、subscriptionName の値と併用し
ます（メッセージリスナークラス名がサブスク
リプション名として適切である場合）。共有サ
ブスクリプションも永続的である可能性がある
ため、このフラグは subscriptionDurable と組
み合わせることもできます。トピックをリッス
ンする場合にのみ（pub-sub ドメイン）、この
メソッドは pubSubDomain フラグも切り替え
ます。JMS 2.0 と互換性のあるメッセージブ
ローカーが必要です。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
acceptMessagesWhileS
topping

停止中にコンシューマーがメッセージを受け入
れるかどうかを指定します。実行時に JMS
ルートを開始および停止する場合に、キューで
キューにまだキューに追加されたメッセージが
ある場合も、このオプションの有効化を検討し
てください。このオプションが false で、JMS
ルートを停止すると、メッセージを拒否し、
JMS ブローカーは再配信を試みる必要があり
ます。これは再度拒否される可能性があり、最
終的に JMS ブローカーのデッドレターキュー
に移動される可能性があります。これを回避す
るには、このオプションを有効にすることが推
奨されます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
allowReplyManagerQui
ckStop

Request-reply メッセージングの応答マネー
ジャーで使用される
DefaultMessageListenerContainer により、
JmsConfiguration#isAcceptMessages
whileStopping が有効になっている場合に
DefaultMessageListenerContainer.runningAllo
wed フラグがすぐに停止でき、
org.apache.camel.CamelContext が現在停止中
です。この迅速な停止機能は、通常の JMS コ
ンシューマーでデフォルトで有効になっていま
すが、応答マネージャーを有効にするには、こ
のフラグを有効にする必要があります。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
consumerType

使用するコンシューマータイプ。Simple、
Default、または Custom のいずれかです。コ
ンシューマータイプは、使用する Spring JMS
リスナーを決定します。デフォルトは
org.springframework.jms.listener.DefaultMessa
geListenerContainer を使用します。Simple は
org.springframework.jms.listener.SimpleMessa
geListenerContainer を使用します。Custom を
指定すると、
messageListenerContainerFactory オプション
によって定義された
MessageListenerContainerFactory は、使用す
る
org.springframework.jms.listener.AbstractMess
ageListenerContainer を決定します。
[Simple]、[Default]、[Custom] のいずれか。

"Default" MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
defaultTaskExecutorTy
pe

コンシューマーエンドポイントとプロデュー
サーエンドポイントの ReplyTo コンシューマー
の両方に使用するデフォルトの TaskExecutor
タイプを DefaultMessageListenerContainer に
指定します。使用できる値 -
SimpleAsync（Spring の
SimpleAsyncTaskExecutor を使用）または
ThreadPool（最適な値で Spring の
ThreadPoolTaskExecutor を使用）、キャッ
シュされたスレッドプールのような値。設定し
ないと、コンシューマーエンドポイントに
キャッシュされたスレッドプールを使用し、応
答コンシューマーに SimpleAsync を使用する以
前の動作がデフォルトになります。
ThreadPool を使用すると、同時コンシュー
マーを動的に増減するエラスティック設定でス
レッドごみ箱を減らすことが推奨されます。
[ThreadPool]、[SimpleAsync] のいずれか。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
eagerLoadingOfProper
ties

JMS プロパティーは必須ではありませんが、
ベースとなる JMS プロバイダーと JMS プロパ
ティーの使用の初期段階で、メッセージが読み
込まれるとすぐに JMS プロパティーとペイ
ロードの Eager 読み込みを有効にします。
eagerPoisonBody オプションも参照してくださ
い。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
eagerPoisonBody

EagerLoadingOfProperties が有効になり、
JMS メッセージペイロード（JMS ボディーま
たは JMS プロパティー）がポジションである
場合（読み取り/マッピングはできません）、
このテキストをメッセージボディーとして設定
します（poison の原因は Exchange で例外とし
てすでに保存されています）。
EagerPoisonBody=false を設定することでオフ
にすることができます。
EagerLoadingOfProperties オプションも参照
してください。

${exception.
message}" に
よる JMS
メッセージ

MEDIUM

camel.source.endpoint.
exceptionHandler

コンシューマーによるカスタム
ExceptionHandler の使用を許可します。
bridgeErrorHandler オプションが有効な場合
は、このオプションは使用されないことに注意
してください。デフォルトでは、コンシュー
マーは例外に対応し、WARN または ERROR レ
ベルでログに記録され、無視されます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
exchangePattern

コンシューマーがエクスチェンジを作成する際
に交換パターンを設定します。[InOnly]、
[InOut]、[InOptionalOut] のいずれか。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
exposeListenerSession

メッセージの消費時にリスナーセッションを公
開するかどうかを指定します。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
replyToSameDestinatio
n Allowed

JMS コンシューマーがコンシューマーが消費
に使用する同じ宛先にリプライメッセージを送
信することができるかどうか。これにより、同
じメッセージを独自に消費してバックエンドレ
スループを防ぐことができます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
taskExecutor

メッセージ消費にカスタムタスクエグゼキュー
ターを指定できます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
allowSerializedHeaders

シリアライズされたヘッダーを含めるかどうか
を制御します。transferExchange が true の場
合にのみ適用されます。これには、オブジェク
トがシリアライズ可能である必要があります。
Camel はシリアル化不可能なオブジェクトをす
べて除外し、WARN レベルでログに記録されま
す。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
artemisStreamingEnabl
ed

Apache Artemis ストリーミングモードを最適
化するかどうか。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
asyncStartListener

ルートの開始時に JmsConsumer メッセージリ
スナーを非同期に起動するかどうか。たとえ
ば、JmsConsumer がリモート JMS ブロー
カーへの接続を取得できない場合は、再試行中
やフェイルオーバー中にブロックされる可能性
があります。これにより、ルートの起動中に
Camel がブロックされます。このオプションを
true に設定すると、ルートの起動が可能になり
ますが、JmsConsumer は非同期モードで専用
のスレッドを使用して JMS ブローカーに接続
します。このオプションを使用すると、接続が
確立されないと、WARN レベルで例外がログに
記録され、コンシューマーはメッセージを受信
できなくなります。次にルートを再起動して再
試行できます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
asyncStopListener

ルートを停止するときに JmsConsumer メッ
セージリスナーを非同期的に停止するかどう
か。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
basicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
destinationResolver

独自のリゾルバーを使用できるプラグ可能な
org.springframework.jms.support.destination.D
estinationResolver（たとえば、JNDI レジスト
リーから実際の宛先を検索するためなど）。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
errorHandler

メッセージの処理中にキャッチされない例外が
発生した場合に呼び出される
org.springframework.util.ErrorHandler を指定し
ます。デフォルトでは、errorHandler が設定さ
れていない場合、これらの例外は WARN レベ
ルでログに記録されます。
errorHandlerLoggingLevel および
errorHandlerLogStackTrace オプションを使用
して、ロギングレベルおよびスタックトレース
をログに記録するかどうかを設定できます。こ
れにより、カスタム errorHandler をコーディン
グする必要よりも、設定が非常に簡単になりま
す。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
exceptionListener

基礎となる JMS 例外が通知される JMS 例外リ
スナーを指定します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
headerFilterStrategy

カスタム HeaderFilterStrategy を使用して
Camel メッセージに対してヘッダーをフィル
ターします。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.i
dleConsumerLimit

いつでもアイドル状態にできるコンシューマー
の数の制限を指定します。

1 MEDIUM

camel.source.endpoint.i
dleTaskExecutionLimit

実行内でメッセージを受信せずに、受信タスク
のアイドル実行の制限を指定します。この制限
に達すると、タスクはシャットダウンし、他の
実行中のタスク（動的なスケジューリングの場
合は maxConcurrentConsumers の設定）を受
信し続けます。Spring には追加のドキュメント
があります。

1 MEDIUM

camel.source.endpoint.i
ncludeAllJMSXProperti
es

JMS から Camel メッセージへのマッピング時
に、すべての JMSXxxx プロパティーを含める
かどうか。これを true に設定すると、
JMSXAppID や JMSXUserID などのプロパ
ティーが含まれます。注記： カスタムの
headerFilterStrategy を使用している場合は、
このオプションは適用されません。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.j
msKeyFormatStrategy

JMS 鍵をエンコードおよびデコードするため
のプラグ可能なストラテジー。これにより、
JMS 仕様に準拠します。Camel は、追加設定
なしで、default と passthrough の 2 つの実装
を提供します。デフォルトのストラテジーは、
ドットとハイフン（. および -）を安全にマー
シャリングします。passthrough ストラテジー
は、鍵をそのまま残します。JMS ヘッダー
キーに不正な文字が含まれるかどうかは気にし
ない JMS ブローカーに使用できます。
org.apache.camel.component.jms.JmsKeyForm
atStrategy の独自の実装を提供し、# 表記を使
用して参照できます。[default]、
[passthrough] のいずれか。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
mapJmsMessage

Camel が受信した JMS メッセージを適切なペ
イロードタイプ（javax.jms.TextMessage な
ど）に自動マッピングするかどうかを指定しま
す。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
maxMessagesPerTask

タスクごとのメッセージ数。-1 は無制限です。
同時コンシューマー（min max など）に範囲を
使用する場合、このオプションを使用して値を
eg 100 に設定して、作業が少なくなる場合に
コンシューマーのスピードを制御することがで
きます。

-1 MEDIUM

camel.source.endpoint.
messageConverter

javax.jms.Message への/からのマップ方法を制
御するため、カスタムの Spring
org.springframework.jms.support.converter.Me
ssageConverter を使用します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
messageCreatedStrate
gy

Camel が JMS メッセージを送信するときに
Camel が javax.jms.Message オブジェクトの新
規インスタンスを作成する際に呼び出される指
定の MessageCreatedStrategy を使用します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
messageIdEnabled

送信時に、メッセージ ID を追加するかどうか
を指定します。これは JMS ブローカーへのヒ
ントに過ぎません。JMS プロバイダーがこの
ヒントを受け入れる場合、これらのメッセージ
にはメッセージ ID が null に設定されている必
要があります。プロバイダーがヒントを無視す
る場合は、メッセージ ID を通常の一意の値に
設定する必要があります。

true MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

第第5章章 CAMEL KAFKA CONNECTOR 設定リファレンス設定リファレンス

135



camel.source.endpoint.
messageListenerContai
ner Factory

メッセージを消費するために使用する
org.springframework.jms.listener.AbstractMess
ageListenerContainer を決定するために使用さ
れる MessageListenerContainerFactory のレジ
ストリー ID。これを設定すると、
consumerType が自動的に Custom に設定され
ます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
messageTimestampEn
abled

メッセージの送信時にタイムスタンプをデフォ
ルトで有効にするかどうかを指定します。これ
は JMS ブローカーへのヒントに過ぎません。
JMS プロバイダーがこのヒントを受け入れる
場合、これらのメッセージではタイムスタンプ
がゼロに設定される必要があります。プロバイ
ダーがヒントを無視する場合は、タイムスタン
プを通常の値に設定する必要があります。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
pubSubNoLocal

独自の接続によって公開されるメッセージの配
信を抑制するかどうかを指定します。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
receiveTimeout

メッセージの受信のタイムアウト（ミリ秒単
位）。

1000L MEDIUM

camel.source.endpoint.
recoveryInterval

リカバリーを試行する間隔を指定します（例：
接続の更新時（ミリ秒単位）。デフォルトは
5000 ミリ秒で、5 秒です。

5000L MEDIUM

camel.source.endpoint.
requestTimeoutChecke
r Interval

JMS でリクエスト/リプライを行うときに
Camel がタイムアウトしたエクスチェンジを
チェックする頻度を設定します。デフォルトで
は、Camel は 1 秒ごとに 1 回チェックします。
ただし、タイムアウトの発生時により迅速に対
応する必要がある場合は、この間隔を減らして
より頻繁に確認できます。タイムアウトは、
requestTimeout オプションで決定されます。

1000L MEDIUM

camel.source.endpoint.
synchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
transferException

有効にすると、リクエスト応答メッセージング
(InOut)を使用し、エクスチェンジがコン
シューマー側で失敗した場合、発生した例外は
javax.jms.ObjectMessage として応答として返
信されます。クライアントが Camel の場合、
返された Exception が再スローされます。これ
により、Camel JMS をルーティングのブリッ
ジとして使用できます。たとえば、永続キュー
を使用して堅牢なルーティングを有効にするこ
とができます。transferExchange も有効化され
ている場合には、このオプションが優先されま
す。例外がシリアライズ可能である必要があり
ます。コンシューマー側の元の例外は、プロ
デューサーに戻されたときに
org.apache.camel.RuntimeCamelException な
どの外部例外でラップできます。データは
Java オブジェクトのシリアライゼーションを
使用し、受信がクラスレベルでデータをデシリ
アライズできるようにする必要があります。こ
れにより、プロデューサーとコンシューマー間
で強力な結合が強制されます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
transferExchange

ボディーとヘッダーだけでなく、ネットワーク
上でエクスチェンジを転送できます。次の
フィールドが転送されます。本文、Out ボ
ディー、フォールト本文、In ヘッダー、Out
ヘッダー、フォールトヘッダー、エクスチェン
ジプロパティー、エクスチェンジ例外。これに
は、オブジェクトがシリアライズ可能である必
要があります。Camel はシリアル化不可能なオ
ブジェクトをすべて除外し、WARN レベルでロ
グに記録されます。プロデューサーとコン
シューマー側の両方でこのオプションを有効に
する必要があります。そのため、Camel はペイ
ロードが通常のペイロードではなく Exchange
を認識します。データは Java オブジェクトの
シリアライゼーションを使用し、受信がクラス
レベルでデータをデシリアライズできるように
する必要があります。これにより、互換性のあ
る Camel バージョンを使用するプロデュー
サーとコンシューマー間で強力な結合が強制さ
れます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
useMessageIDAsCorrel
ationID

InOut メッセージに対して JMSCorrelationID
として常に JMSMessageID を使用するかどう
かを指定します。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
waitForProvisionCorrel
ation
ToBeUpdatedCounter

request/reply over JMS を実行し、オプション
useMessageIDAsCorrelationID が有効になって
いる場合に、プロビジョニング ID が実際の相
関 ID に更新されるまで待機する回数。

50 MEDIUM

camel.source.endpoint.
waitForProvisionCorrel
ation
ToBeUpdatedThreadSl
eepingTime

プロビジョニングの相関 ID の更新を待機する
間に毎回スリープ状態になる間隔（ミリ秒単
位）。

100L MEDIUM

camel.source.endpoint.
errorHandlerLoggingLe
vel

キャッチされない例外についてのデフォルトの
errorHandler ロギングレベルの設定を可能にし
ます。[TRACE]、[DEBUG]、[INFO]、
[WARN]、[ERROR]、[OFF] のいずれか。

"WARN" MEDIUM

camel.source.endpoint.
errorHandlerLogStack
Trace

デフォルトの errorHandler によってスタックト
レースをログに記録するかどうかを制御できま
す。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
password

ConnectionFactory で使用するパスワード。ま
た、ユーザー名/パスワードを
ConnectionFactory に直接設定することもでき
ます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
username

ConnectionFactory で使用するユーザー名。ま
た、ユーザー名/パスワードを
ConnectionFactory に直接設定することもでき
ます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
transacted

トランザクションモードを使用するかどうかを
指定します。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
transactedInOut

このフラグが true に設定されている場合、
InOut 操作（要求応答）のデフォルトが
transacted モードを使用するように指定され、
Spring JmsTemplate には sessionTransacted
が true に設定され、InOut 操作に使用される
JmsTemplate で acknowledgeMode がトラン
ザクションとして処理されるかどうかを指定し
ます。Spring JMS から： JTA トランザクショ
ン内で createQueue に渡されるパラメーター
createTopic メソッドは考慮されません。Java
EE トランザクションコンテキストに応じて、
コンテナーはこれらの値に対して独自の決定を
行います。この場合、Spring JMS は既存の
JMS セッションで動作するため、これらのパ
ラメーターはローカルで管理されるトランザク
ション内で考慮されません。このフラグを true
に設定すると、管理トランザクション外で実行
される場合は短いローカル JMS トランザク
ションが使用され、管理トランザクション
（XA トランザクション以外）が存在する場合
に同期されたローカル JMS トランザクション
が使用されます。これは、メインのトランザク
ションとともに管理されるローカル JMS トラ
ンザクション（ネイティブ JDBC トランザク
ションである可能性がある）の影響を受け、
JMS トランザクションはメイントランザク
ションの直後にコミットされます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.l
azyCreateTransaction
Manager

true の場合、transacted=true オプション時に
transactionManager が挿入されていない場
合、Camel は JmsTransactionManager を作成
します。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
transactionManager

使用する Spring トランザクションマネー
ジャー。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
transactionName

使用するトランザクションの名前。 null MEDIUM

camel.source.endpoint.
transactionTimeout

トランザクションモードを使用している場合
は、トランザクションのタイムアウト値（秒単
位）。

-1 MEDIUM

camel.component.jms.c
lientId

使用する JMS クライアント ID を設定します。
この値は一意でなければならず、単一の JMS
接続インスタンスでのみ使用できることに注意
してください。通常、永続トピックサブスクリ
プションにのみ必要です。Apache ActiveMQ
を使用する場合は、代わりに Virtual Topics を
使用することが推奨されます。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.jms.c
onnectionFactory

使用する接続ファクトリー。接続ファクトリー
はコンポーネントまたはエンドポイントのいず
れかで設定する必要があります。

null MEDIUM

camel.component.jms.d
isableReplyTo

Camel がメッセージの JMSReplyTo ヘッダー
を無視するかどうかを指定します。true の場
合、Camel は JMSReplyTo ヘッダーで指定さ
れた宛先に返信を返しません。Camel がルート
から消費し、コードの別のコンポーネントがリ
プライメッセージを処理するため、Camel が自
動的に応答メッセージを送りないようにするに
は、このオプションを使用できます。Camel を
異なるメッセージブローカー間でプロキシーと
して使用し、あるシステムから別のシステムへ
メッセージをルーティングする場合は、このオ
プションを使用することもできます。

false MEDIUM

camel.component.jms.d
urableSubscriptionNam
e

永続トピックサブスクリプションを指定するた
めの永続サブスクライバー名。clientId オプ
ションも設定する必要があります。

null MEDIUM

camel.component.jms.j
msMessageType

JMS メッセージの送信に、特定の
javax.jms.Message 実装を強制的に使用できる
ようにします。使用できる値は、Bytes、
Map、Object、Stream、Text です。デフォル
トでは、Camel は In body タイプから使用する
JMS メッセージタイプを決定します。このオ
プションを指定すると、指定できます。
[Bytes]、[Map]、[Object]、[Stream]、[Text]
のいずれか。

null MEDIUM

camel.component.jms.t
estConnectionOnStart
up

起動時に接続をテストするかどうかを指定しま
す。これにより、Camel が起動すると、すべて
の JMS コンシューマーが JMS ブローカーへの
有効な接続になります。コネクションを許可で
きない場合、Camel は起動時に例外をスローし
ます。これにより、Camel が接続の失敗で開始
しないようになります。JMS プロデューサー
もテストされています。

false MEDIUM

camel.component.jms.a
cknowledgementMode
Name

JMS 確認名。SESSION_TRANSACTED、
CLIENT_ACKNOWLEDGE、
AUTO_ACKNOWLEDGE、
DUPS_OK_ACKNOWLEDGE One of:
[SESSION_TRANSACTED]
[CLIENT_ACKNOWLEDGE]
[AUTO_ACKNOWLEDGE]
[AUTO_ACKNOWLEDGE]
[DUPS_OK_ACKNOWLEDGE] のいずれか。

"AUTO_ACK
NOWLEDGE
"

MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.jms.a
syncConsumer

JmsConsumer が Exchange を非同期的に処理
するかどうか。有効にすると、JmsConsumer
は JMS キューから次のメッセージを取得し、
以前のメッセージは非同期で処理されます（非
同期ルーティングエンジンにより）。つまり、
メッセージは 100% を厳密に順番に処理できま
す。無効にすると（デフォルト）、
JmsConsumer が JMS キューから次のメッ
セージを取得する前に Exchange が完全に処理
されます。トランザクション処理が有効になっ
ている場合、非同期Consumer=true は非同期
的に実行されません。トランザクションは同期
的に実行される必要があるため（Camel 3.0 は
非同期トランザクションをサポートする可能性
があります）。

false MEDIUM

camel.component.jms.a
utoStartup

コンシューマーコンテナーが自動起動すべきか
どうかを指定します。

true MEDIUM

camel.component.jms.c
acheLevel

ベースにある JMS リソースの ID でキャッシュ
レベルを設定します。詳細は、
cacheLevelName オプションを参照してくださ
い。

null MEDIUM

camel.component.jms.c
acheLevelName

ベースにある JMS リソースの名前でキャッ
シュレベルを設定します。使用できる値は、
CACHE_AUTO、CACHE_CONNECTION、
CACHE_CONSUMER、CACHE_NONE、
CACHE_SESSION です。デフォルト設定は
CACHE_AUTO です。詳細は、Spring ドキュメ
ント および Transactions Cache Levels を参照
してください。[CACHE_AUTO]、
[CACHE_CONNECTION]、
[CACHE_CONSUMER]、[CACHE_NONE]、
[CACHE_SESSION] のいずれか。

"CACHE_AU
TO"

MEDIUM

camel.component.jms.c
oncurrentConsumers

（JMS 上でリクエストや応答ではなく）JMS
から消費する場合の同時コンシューマーのデ
フォルト数を指定します。スレッドの動的ス
ケールアップ/ダウンを制御する
maxMessagesPerTask オプションも参照してく
ださい。JMS で要求/応答を行う場合、オプ
ション replyToConcurrentConsumers を使用し
て、リプライメッセージリスナーで同時コン
シューマーの数を制御します。

1 MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.jms.
maxConcurrentConsum
ers

（JMS 上でリクエストや応答ではなく）JMS
から消費する場合の同時コンシューマーの最大
数を指定します。スレッドの動的スケールアッ
プ/ダウンを制御する maxMessagesPerTask オ
プションも参照してください。JMS で要求/応
答を行う場合、オプション
replyToMaxConcurrentConsumers を使用し
て、リプライメッセージリスナーで同時コン
シューマーの数を制御します。

null MEDIUM

camel.component.jms.r
eplyTo

Message.getJMSReplyTo（）の着信値を上書
きする明示的な ReplyTo 宛先を提供します。

null MEDIUM

camel.component.jms.r
eplyToDeliveryPersiste
nt

返信に永続配信を使用するかどうかを指定しま
す。

true MEDIUM

camel.component.jms.s
elector

使用する JMS セレクターを設定します。 null MEDIUM

camel.component.jms.s
ubscriptionDurable

サブスクリプションを永続化するかどうかを設
定します。使用する永続サブスクリプション名
は、subscriptionName プロパティーから指定
できます。デフォルトは false です。通常、永
続サブスクリプションを登録するには、これを
true に設定します（メッセージリスナークラス
名がサブスクリプション名として適切である場
合）。トピックをリッスンする場合にのみ
（pub-sub ドメイン）、このメソッドは
pubSubDomain フラグも切り替えます。

false MEDIUM

camel.component.jms.s
ubscriptionName

作成するサブスクリプションの名前を設定しま
す。共有サブスクリプションまたは永続サブス
クリプションがあるトピック（pub-sub ドメイ
ン）の場合に適用できます。サブスクリプショ
ン名は、クライアントの JMS クライアント ID
内で一意である必要があります。default は、
指定されたメッセージリスナーのクラス名で
す。注記： 共有サブスクリプション（JMS 2.0
が必要）を除き、サブスクリプションごとに 1
つの同時コンシューマー（このメッセージリス
ナーコンテナーのデフォルト）のみが許可され
ます。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.jms.s
ubscriptionShared

サブスクリプションを共有するかどうかを設定
します。使用する共有サブスクリプション名
は、subscriptionName プロパティーから指定
できます。デフォルトは false です。共有サブ
スクリプションを登録するには、true に設定し
ます。通常、subscriptionName の値と併用し
ます（メッセージリスナークラス名がサブスク
リプション名として適切である場合）。共有サ
ブスクリプションも永続的である可能性がある
ため、このフラグは subscriptionDurable と組
み合わせることもできます。トピックをリッス
ンする場合にのみ（pub-sub ドメイン）、この
メソッドは pubSubDomain フラグも切り替え
ます。JMS 2.0 と互換性のあるメッセージブ
ローカーが必要です。

false MEDIUM

camel.component.jms.a
cceptMessagesWhileSt
opping

停止中にコンシューマーがメッセージを受け入
れるかどうかを指定します。実行時に JMS
ルートを開始および停止する場合に、キューで
キューにまだキューに追加されたメッセージが
ある場合も、このオプションの有効化を検討し
てください。このオプションが false で、JMS
ルートを停止すると、メッセージを拒否し、
JMS ブローカーは再配信を試みる必要があり
ます。これは再度拒否される可能性があり、最
終的に JMS ブローカーのデッドレターキュー
に移動される可能性があります。これを回避す
るには、このオプションを有効にすることが推
奨されます。

false MEDIUM

camel.component.jms.a
llowReplyManagerQuic
kStop

Request-reply メッセージングの応答マネー
ジャーで使用される
DefaultMessageListenerContainer により、
JmsConfiguration#isAcceptMessages
whileStopping が有効になっている場合に
DefaultMessageListenerContainer.runningAllo
wed フラグがすぐに停止でき、
org.apache.camel.CamelContext が現在停止中
です。この迅速な停止機能は、通常の JMS コ
ンシューマーでデフォルトで有効になっていま
すが、応答マネージャーを有効にするには、こ
のフラグを有効にする必要があります。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.jms.c
onsumerType

使用するコンシューマータイプ。Simple、
Default、または Custom のいずれかです。コ
ンシューマータイプは、使用する Spring JMS
リスナーを決定します。デフォルトは
org.springframework.jms.listener.DefaultMessa
geListenerContainer を使用します。Simple は
org.springframework.jms.listener.SimpleMessa
geListenerContainer を使用します。Custom を
指定すると、
messageListenerContainerFactory オプション
によって定義された
MessageListenerContainerFactory は、使用す
る
org.springframework.jms.listener.AbstractMess
ageListenerContainer を決定します。
[Simple]、[Default]、[Custom] のいずれか。

"Default" MEDIUM

camel.component.jms.d
efaultTaskExecutorTyp
e

コンシューマーエンドポイントとプロデュー
サーエンドポイントの ReplyTo コンシューマー
の両方に使用するデフォルトの TaskExecutor
タイプを DefaultMessageListenerContainer に
指定します。使用できる値 -
SimpleAsync（Spring の
SimpleAsyncTaskExecutor を使用）または
ThreadPool（最適な値で Spring の
ThreadPoolTaskExecutor を使用）、キャッ
シュされたスレッドプールのような値。設定し
ないと、コンシューマーエンドポイントに
キャッシュされたスレッドプールを使用し、応
答コンシューマーに SimpleAsync を使用する以
前の動作がデフォルトになります。
ThreadPool を使用すると、同時コンシュー
マーを動的に増減するエラスティック設定でス
レッドごみ箱を減らすことが推奨されます。
[ThreadPool]、[SimpleAsync] のいずれか。

null MEDIUM

camel.component.jms.e
agerLoadingOfProperti
es

JMS プロパティーは必須ではありませんが、
ベースとなる JMS プロバイダーと JMS プロパ
ティーの使用の初期段階で、メッセージが読み
込まれるとすぐに JMS プロパティーとペイ
ロードの Eager 読み込みを有効にします。
eagerPoisonBody オプションも参照してくださ
い。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.jms.e
agerPoisonBody

EagerLoadingOfProperties が有効になり、
JMS メッセージペイロード（JMS ボディーま
たは JMS プロパティー）がポジションである
場合（読み取り/マッピングはできません）、
このテキストをメッセージボディーとして設定
します（poison の原因は Exchange で例外とし
てすでに保存されています）。
EagerPoisonBody=false を設定することでオフ
にすることができます。
EagerLoadingOfProperties オプションも参照
してください。

${exception.
message}" に
よる JMS
メッセージ

MEDIUM

camel.component.jms.e
xposeListenerSession

メッセージの消費時にリスナーセッションを公
開するかどうかを指定します。

false MEDIUM

camel.component.jms.r
eplyToSameDestinatio
nAllowed

JMS コンシューマーがコンシューマーが消費
に使用する同じ宛先にリプライメッセージを送
信することができるかどうか。これにより、同
じメッセージを独自に消費してバックエンドレ
スループを防ぐことができます。

false MEDIUM

camel.component.jms.t
askExecutor

メッセージ消費にカスタムタスクエグゼキュー
ターを指定できます。

null MEDIUM

camel.component.jms.a
llowAutoWiredConnecti
on Factory

接続ファクトリーが設定されていない場合に、
レジストリーから ConnectionFactory を自動検
出するかどうか。ConnectionFactory の 1 つの
インスタンスのみが見つかると、そのインスタ
ンスが使用されます。これはデフォルトで有効
になっています。

true MEDIUM

camel.component.jms.a
llowAutoWiredDestinati
on Resolver

宛先リゾルバーが設定されていない場合には、
レジストリーから DestinationResolver を自動
検出するかどうか。DestinationResolver のイ
ンスタンスが 1 つだけ見つかった場合は、それ
が使用されます。これはデフォルトで有効に
なっています。

true MEDIUM

camel.component.jms.a
llowSerializedHeaders

シリアライズされたヘッダーを含めるかどうか
を制御します。transferExchange が true の場
合にのみ適用されます。これには、オブジェク
トがシリアライズ可能である必要があります。
Camel はシリアル化不可能なオブジェクトをす
べて除外し、WARN レベルでログに記録されま
す。

false MEDIUM

camel.component.jms.a
rtemisStreamingEnable
d

Apache Artemis ストリーミングモードを最適
化するかどうか。

true MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.jms.a
syncStartListener

ルートの開始時に JmsConsumer メッセージリ
スナーを非同期に起動するかどうか。たとえ
ば、JmsConsumer がリモート JMS ブロー
カーへの接続を取得できない場合は、再試行中
やフェイルオーバー中にブロックされる可能性
があります。これにより、ルートの起動中に
Camel がブロックされます。このオプションを
true に設定すると、ルートの起動が可能になり
ますが、JmsConsumer は非同期モードで専用
のスレッドを使用して JMS ブローカーに接続
します。このオプションを使用すると、接続が
確立されないと、WARN レベルで例外がログに
記録され、コンシューマーはメッセージを受信
できなくなります。次にルートを再起動して再
試行できます。

false MEDIUM

camel.component.jms.a
syncStopListener

ルートを停止するときに JmsConsumer メッ
セージリスナーを非同期的に停止するかどう
か。

false MEDIUM

camel.component.jms.b
asicPropertyBinding

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

camel.component.jms.c
onfiguration

共有 JMS 設定を使用するには、以下を実行し
ます。

null MEDIUM

camel.component.jms.d
estinationResolver

独自のリゾルバーを使用できるプラグ可能な
org.springframework.jms.support.destination.D
estinationResolver（たとえば、JNDI レジスト
リーから実際の宛先を検索するためなど）。

null MEDIUM

camel.component.jms.e
rrorHandler

メッセージの処理中にキャッチされない例外が
発生した場合に呼び出される
org.springframework.util.ErrorHandler を指定し
ます。デフォルトでは、errorHandler が設定さ
れていない場合、これらの例外は WARN レベ
ルでログに記録されます。
errorHandlerLoggingLevel および
errorHandlerLogStackTrace オプションを使用
して、ロギングレベルおよびスタックトレース
をログに記録するかどうかを設定できます。こ
れにより、カスタム errorHandler をコーディン
グする必要よりも、設定が非常に簡単になりま
す。

null MEDIUM

camel.component.jms.e
xceptionListener

基礎となる JMS 例外が通知される JMS 例外リ
スナーを指定します。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.jms.i
dleConsumerLimit

いつでもアイドル状態にできるコンシューマー
の数の制限を指定します。

1 MEDIUM

camel.component.jms.i
dleTaskExecutionLimit

実行内でメッセージを受信せずに、受信タスク
のアイドル実行の制限を指定します。この制限
に達すると、タスクはシャットダウンし、他の
実行中のタスク（動的なスケジューリングの場
合は maxConcurrentConsumers の設定）を受
信し続けます。Spring には追加のドキュメント
があります。

1 MEDIUM

camel.component.jms.i
ncludeAllJMSXProperti
es

JMS から Camel メッセージへのマッピング時
に、すべての JMSXxxx プロパティーを含める
かどうか。これを true に設定すると、
JMSXAppID や JMSXUserID などのプロパ
ティーが含まれます。注記： カスタムの
headerFilterStrategy を使用している場合は、
このオプションは適用されません。

false MEDIUM

camel.component.jms.j
msKeyFormatStrategy

JMS 鍵をエンコードおよびデコードするため
のプラグ可能なストラテジー。これにより、
JMS 仕様に準拠します。Camel は、追加設定
なしで、default と passthrough の 2 つの実装
を提供します。デフォルトのストラテジーは、
ドットとハイフン（. および -）を安全にマー
シャリングします。passthrough ストラテジー
は、鍵をそのまま残します。JMS ヘッダー
キーに不正な文字が含まれるかどうかは気にし
ない JMS ブローカーに使用できます。
org.apache.camel.component.jms.JmsKeyForm
atStrategy の独自の実装を提供し、# 表記を使
用して参照できます。[default]、
[passthrough] のいずれか。

null MEDIUM

camel.component.jms.
mapJmsMessage

Camel が受信した JMS メッセージを適切なペ
イロードタイプ（javax.jms.TextMessage な
ど）に自動マッピングするかどうかを指定しま
す。

true MEDIUM

camel.component.jms.
maxMessagesPerTask

タスクごとのメッセージ数。-1 は無制限です。
同時コンシューマー（min max など）に範囲を
使用する場合、このオプションを使用して値を
eg 100 に設定して、作業が少なくなる場合に
コンシューマーのスピードを制御することがで
きます。

-1 MEDIUM

camel.component.jms.
messageConverter

javax.jms.Message への/からのマップ方法を制
御するため、カスタムの Spring
org.springframework.jms.support.converter.Me
ssageConverter を使用します。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.jms.
messageCreatedStrate
gy

Camel が JMS メッセージを送信するときに
Camel が javax.jms.Message オブジェクトの新
規インスタンスを作成する際に呼び出される指
定の MessageCreatedStrategy を使用します。

null MEDIUM

camel.component.jms.
messageIdEnabled

送信時に、メッセージ ID を追加するかどうか
を指定します。これは JMS ブローカーへのヒ
ントに過ぎません。JMS プロバイダーがこの
ヒントを受け入れる場合、これらのメッセージ
にはメッセージ ID が null に設定されている必
要があります。プロバイダーがヒントを無視す
る場合は、メッセージ ID を通常の一意の値に
設定する必要があります。

true MEDIUM

camel.component.jms.
messageListenerContai
ner Factory

メッセージを消費するために使用する
org.springframework.jms.listener.AbstractMess
ageListenerContainer を決定するために使用さ
れる MessageListenerContainerFactory のレジ
ストリー ID。これを設定すると、
consumerType が自動的に Custom に設定され
ます。

null MEDIUM

camel.component.jms.
messageTimestampEn
abled

メッセージの送信時にタイムスタンプをデフォ
ルトで有効にするかどうかを指定します。これ
は JMS ブローカーへのヒントに過ぎません。
JMS プロバイダーがこのヒントを受け入れる
場合、これらのメッセージではタイムスタンプ
がゼロに設定される必要があります。プロバイ
ダーがヒントを無視する場合は、タイムスタン
プを通常の値に設定する必要があります。

true MEDIUM

camel.component.jms.p
ubSubNoLocal

独自の接続によって公開されるメッセージの配
信を抑制するかどうかを指定します。

false MEDIUM

camel.component.jms.q
ueueBrowseStrategy

キューの参照時にカスタム
QueueBrowseStrategy を使用する

null MEDIUM

camel.component.jms.r
eceiveTimeout

メッセージの受信のタイムアウト（ミリ秒単
位）。

1000L MEDIUM

camel.component.jms.r
ecoveryInterval

リカバリーを試行する間隔を指定します（例：
接続の更新時（ミリ秒単位）。デフォルトは
5000 ミリ秒で、5 秒です。

5000L MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.jms.r
equestTimeoutChecker
Interval

JMS でリクエスト/リプライを行うときに
Camel がタイムアウトしたエクスチェンジを
チェックする頻度を設定します。デフォルトで
は、Camel は 1 秒ごとに 1 回チェックします。
ただし、タイムアウトの発生時により迅速に対
応する必要がある場合は、この間隔を減らして
より頻繁に確認できます。タイムアウトは、
requestTimeout オプションで決定されます。

1000L MEDIUM

camel.component.jms.t
ransferException

有効にすると、リクエスト応答メッセージング
(InOut)を使用し、エクスチェンジがコン
シューマー側で失敗した場合、発生した例外は
javax.jms.ObjectMessage として応答として返
信されます。クライアントが Camel の場合、
返された Exception が再スローされます。これ
により、Camel JMS をルーティングのブリッ
ジとして使用できます。たとえば、永続キュー
を使用して堅牢なルーティングを有効にするこ
とができます。transferExchange も有効化され
ている場合には、このオプションが優先されま
す。例外がシリアライズ可能である必要があり
ます。コンシューマー側の元の例外は、プロ
デューサーに戻されたときに
org.apache.camel.RuntimeCamelException な
どの外部例外でラップできます。データは
Java オブジェクトのシリアライゼーションを
使用し、受信がクラスレベルでデータをデシリ
アライズできるようにする必要があります。こ
れにより、プロデューサーとコンシューマー間
で強力な結合が強制されます。

false MEDIUM

camel.component.jms.t
ransferExchange

ボディーとヘッダーだけでなく、ネットワーク
上でエクスチェンジを転送できます。次の
フィールドが転送されます。本文、Out ボ
ディー、フォールト本文、In ヘッダー、Out
ヘッダー、フォールトヘッダー、エクスチェン
ジプロパティー、エクスチェンジ例外。これに
は、オブジェクトがシリアライズ可能である必
要があります。Camel はシリアル化不可能なオ
ブジェクトをすべて除外し、WARN レベルでロ
グに記録されます。プロデューサーとコン
シューマー側の両方でこのオプションを有効に
する必要があります。そのため、Camel はペイ
ロードが通常のペイロードではなく Exchange
を認識します。データは Java オブジェクトの
シリアライゼーションを使用し、受信がクラス
レベルでデータをデシリアライズできるように
する必要があります。これにより、互換性のあ
る Camel バージョンを使用するプロデュー
サーとコンシューマー間で強力な結合が強制さ
れます。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.jms.u
seMessageIDAsCorrela
tionID

InOut メッセージに対して JMSCorrelationID
として常に JMSMessageID を使用するかどう
かを指定します。

false MEDIUM

camel.component.jms.
waitForProvisionCorrel
ationTo
BeUpdatedCounter

request/reply over JMS を実行し、オプション
useMessageIDAsCorrelationID が有効になって
いる場合に、プロビジョニング ID が実際の相
関 ID に更新されるまで待機する回数。

50 MEDIUM

camel.component.jms.
waitForProvisionCorrel
ationTo
BeUpdatedThreadSlee
pingTime

プロビジョニングの相関 ID の更新を待機する
間に毎回スリープ状態になる間隔（ミリ秒単
位）。

100L MEDIUM

camel.component.jms.h
eaderFilterStrategy

カスタムの
org.apache.camel.spi.HeaderFilterStrategy を
使用して、Camel メッセージとの間でヘッダー
をフィルターします。

null MEDIUM

camel.component.jms.e
rrorHandlerLoggingLev
el

キャッチされない例外についてのデフォルトの
errorHandler ロギングレベルの設定を可能にし
ます。[TRACE]、[DEBUG]、[INFO]、
[WARN]、[ERROR]、[OFF] のいずれか。

"WARN" MEDIUM

camel.component.jms.e
rrorHandlerLogStackTr
ace

デフォルトの errorHandler によってスタックト
レースをログに記録するかどうかを制御できま
す。

true MEDIUM

camel.component.jms.p
assword

ConnectionFactory で使用するパスワード。ま
た、ユーザー名/パスワードを
ConnectionFactory に直接設定することもでき
ます。

null MEDIUM

camel.component.jms.u
sername

ConnectionFactory で使用するユーザー名。ま
た、ユーザー名/パスワードを
ConnectionFactory に直接設定することもでき
ます。

null MEDIUM

camel.component.jms.t
ransacted

トランザクションモードを使用するかどうかを
指定します。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.jms.t
ransactedInOut

このフラグが true に設定されている場合、
InOut 操作（要求応答）のデフォルトが
transacted モードを使用するように指定され、
Spring JmsTemplate には sessionTransacted
が true に設定され、InOut 操作に使用される
JmsTemplate で acknowledgeMode がトラン
ザクションとして処理されるかどうかを指定し
ます。Spring JMS から： JTA トランザクショ
ン内で createQueue に渡されるパラメーター
createTopic メソッドは考慮されません。Java
EE トランザクションコンテキストに応じて、
コンテナーはこれらの値に対して独自の決定を
行います。この場合、Spring JMS は既存の
JMS セッションで動作するため、これらのパ
ラメーターはローカルで管理されるトランザク
ション内で考慮されません。このフラグを true
に設定すると、管理トランザクション外で実行
される場合は短いローカル JMS トランザク
ションが使用され、管理トランザクション
（XA トランザクション以外）が存在する場合
に同期されたローカル JMS トランザクション
が使用されます。これは、メインのトランザク
ションとともに管理されるローカル JMS トラ
ンザクション（ネイティブ JDBC トランザク
ションである可能性がある）の影響を受け、
JMS トランザクションはメイントランザク
ションの直後にコミットされます。

false MEDIUM

camel.component.jms.l
azyCreateTransaction
Manager

true の場合、transacted=true オプション時に
transactionManager が挿入されていない場
合、Camel は JmsTransactionManager を作成
します。

true MEDIUM

camel.component.jms.t
ransactionManager

使用する Spring トランザクションマネー
ジャー。

null MEDIUM

camel.component.jms.t
ransactionName

使用するトランザクションの名前。 null MEDIUM

camel.component.jms.t
ransactionTimeout

トランザクションモードを使用している場合
は、トランザクションのタイムアウト値（秒単
位）。

-1 MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-jms シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-jms シンクコネクターには、そのまま使える変換はありません。

camel-jms シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.17. CAMEL-MONGODB-KAFKA-CONNECTOR のシンク設定
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camel-mongodb-kafka-connector をシンクとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコ
ネクターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのシンクコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-mongodb シンクコネクターは、以下に示す 26 個のオプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.sink.path.connec
tionBean

データベースに接続するクライアントを検索す
るために使用される接続 Bean 参照を設定しま
す。

null HIGH

camel.sink.endpoint.col
lection

このエンドポイントにバインドする MongoDB
コレクションの名前を設定します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.col
lectionIndex

コレクションインデックスを設定します
(JSON FORMAT : { field1 : order1, field2 :
order2})。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.cre
ateCollection

コレクションが存在しない場合は、初期化中に
コレクションを作成します。デフォルトは true
です。

true MEDIUM

camel.sink.endpoint.dat
abase

MongoDB データベースの名前をターゲットに
設定します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.mo
ngoConnection

データベースに接続するためのクライアントと
して使用される接続 Bean を設定します。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.op
eration

このエンドポイントが MongoDB に対して実行
される操作を設定します。[findById]
[findOneByQuery] [findAll] [findDistinct]
[insert]、[save]、[update]、[remove]、
[bulkWrite]、[aggregate]、[getDbStats]、
[getColStats]、[count]、[command] のいずれ
か。

null MEDIUM

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-mongodb-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.mongodb.CamelMongodbSinkConnector
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camel.sink.endpoint.ou
tputType

プロデューサーの出力を、作成したタイプ
DocumentList Document または
MongoIterable に変換します。findAll と
aggregate には DocumentList または
MongoIterable が適用されます。ドキュメント
が他のすべての操作に適用されます。
[DocumentList]、[Document]、
[MongoIterable] のいずれか。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.laz
yStartProducer

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.ba
sicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.cur
sorRegenerationDelay

MongoDB の調整可能なカーソルは、新規デー
タが到達するまでブロックされます。新しい
データが挿入されない場合、一定の時間が経過
すると、カーソルは自動的に解放され、
MongoDB サーバーが閉じられます。クライア
ントは必要に応じてカーソルを再生成すること
が予想されます。この値は、新しいカーソルの
取得を試みる前に待機する時間を指定します。
失敗した場合は、次の試行が実行されるまでの
時間を指定します。デフォルト値は 1000ms で
す。

1000L MEDIUM

camel.sink.endpoint.dy
namicity

このエンドポイントが受信エクスチェンジプロ
パティーからターゲットデータベースおよびコ
レクションを動的に解決しようとするかどうか
を設定します。実行時にデータベースおよび他
の静的エンドポイント URI に指定されたコレク
ションの上書きに使用できます。パフォーマン
スを向上させるために、デフォルトでは無効に
なっています。有効にすると、パフォーマンス
が最小限に抑えられます。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.rea
dPreference

MongoDB クライアントがレプリカセットのメ
ンバーに読み取り操作をルーティングする方法
を設定します。使用できる値は、PRIMARY、
PRIMARY_PREFERRED、SECONDARY、
SECONDARY_PREFERRED または NEAREST
One of: [PRIMARY_PREFERRED]、
[SECONDARY]、
[SECONDARY_PREFERRED]、[NEAREST] で
す。

"PRIMARY" MEDIUM

camel.sink.endpoint.sy
nchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.wri
teConcern

スタンドアロンの mongod、レプリカセット、
またはクラスターへの書き込み操作のために
MongoDB から要求された確認応答レベルで接
続 Bean を設定します。使用できる値は
ACKNOWLEDGED、W1、W2、W3、
UNACKNOWLEDGED、JOURNALED または
MAJORITY です。[ACKNOWLEDGED]、[W1]
[W2] [W3] [UNACKNOWLEDGED]、
[JOURNALED]、[MAJORITY] のいずれか。

"ACKNOWL
EDGED"

MEDIUM

camel.sink.endpoint.wri
teResultAsHeader

書き込み操作では、OUT メッセージのボ
ディーとして WriteResult を返すのではなく、
IN メッセージを OUT に変換し、WriteResult
をヘッダーとしてアタッチします。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.str
eamFilter

変更ストリームコンシューマーのフィルター条
件。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.per
sistentId

1 つのテールトラッキングコレクションでは、
調整可能な複数のコンシューマーの多数のト
ラッカーをホストできます。それらを分離させ
るには、各トラッカーに固有の persistentId が
なければなりません。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.per
sistentTailTracking

永続的な tail トラッキングを有効にします。こ
れは、システムの再起動時に最後に消費された
メッセージを追跡するメカニズムです。次にシ
ステムが起動すると、エンドポイントは最後に
レコードを一気に読み込むのを停止した地点か
らカーソルを回復します。

false MEDIUM

camel.sink.endpoint.tail
TrackCollection

テールトラッキング情報が永続化されるコレク
ション。指定のない場合は、
MongoDbTailTrackingConfig#DEFAULT_COL
LECTION がデフォルトで使用されます。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.sink.endpoint.tail
TrackDb

テールトラッキングメカニズムが永続化する
データベースを示します。指定されていない場
合、現在のデータベースはデフォルトで選択さ
れます。Dynamicity は有効にされても考慮さ
れません。つまり、テールトラッキングデータ
ベースはエンドポイントの初期化とは異なりま
す。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.tail
TrackField

最後に追跡された値を配置するフィールド。指
定されていない場合は、
MongoDbTailTrackingConfig#DEFAULT_FIEL
D がデフォルトで使用されます。

null MEDIUM

camel.sink.endpoint.tail
TrackIncreasingField

増加する性質の着信レコードの相関フィールド
であり、生成されるたびに tail カーソルを配置
するために使用されます。カーソルは、(re)タ
イプのクエリーで作成される(re):
tailTrackIncreasingField than lastValue よりも
大きくなります（永続的なテールトラッキング
から復元する可能性があります）。Integer、
Date、String などを使用できます。注記： 現
在の時点でのドット表記のサポートはないた
め、フィールドはドキュメントのトップレベル
に指定する必要があります。

null MEDIUM

camel.component.mon
godb.mongoConnectio
n

接続に使用される共有クライアント。コンポー
ネントから生成されたすべてのエンドポイント
は、この接続クライアントを共有します。

null MEDIUM

camel.component.mon
godb.lazyStartProduce
r

最初のメッセージでプロデューサーをレイジー
に起動すべきかどうか。レイジーに起動するこ
とで、起動時にプロデューサーが失敗し、それ
によりルートが失敗する可能性がある状況で、
CamelContext およびルートの起動を許可しま
す。レイジーな起動を延期すると、Camel の
ルーティングエラーハンドラー経由でメッセー
ジのルーティング中に起動の失敗を処理できま
す。最初のメッセージが処理されるときに、プ
ロデューサーの作成および起動に若干時間がか
かり、合計処理時間が長くなる可能性があるこ
とに注意してください。

false MEDIUM

camel.component.mon
godb.basicPropertyBin
ding

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-mongodb シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-mongodb シンクコネクターには、そのまま使える変換はありません。
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camel-mongodb シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.18. CAMEL-MONGODB-KAFKA-CONNECTOR ソースの設定

camel-mongodb-kafka-connector をソースとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコ
ネクターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのソースコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-mongodb ソースコネクターは、以下に示す 29 個のオプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.source.path.conn
ectionBean

データベースに接続するクライアントを検索す
るために使用される接続 Bean 参照を設定しま
す。

null HIGH

camel.source.endpoint.
collection

このエンドポイントにバインドする MongoDB
コレクションの名前を設定します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
collectionIndex

コレクションインデックスを設定します
(JSON FORMAT : { field1 : order1, field2 :
order2})。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
createCollection

コレクションが存在しない場合は、初期化中に
コレクションを作成します。デフォルトは true
です。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
database

MongoDB データベースの名前をターゲットに
設定します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
mongoConnection

データベースに接続するためのクライアントと
して使用される接続 Bean を設定します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
operation

このエンドポイントが MongoDB に対して実行
される操作を設定します。[findById]
[findOneByQuery] [findAll] [findDistinct]
[insert]、[save]、[update]、[remove]、
[bulkWrite]、[aggregate]、[getDbStats]、
[getColStats]、[count]、[command] のいずれ
か。

null MEDIUM

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-mongodb-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.mongodb.CamelMongodbSourceConnector
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camel.source.endpoint.
outputType

プロデューサーの出力を、作成したタイプ
DocumentList Document または
MongoIterable に変換します。findAll と
aggregate には DocumentList または
MongoIterable が適用されます。ドキュメント
が他のすべての操作に適用されます。
[DocumentList]、[Document]、
[MongoIterable] のいずれか。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
bridgeErrorHandler

コンシューマーの Camel ルーティングエラー
ハンドラーへのブリッジを許可します。よっ
て、コンシューマーが受信メッセージなどの取
得を試行している間に発生した例外は、メッ
セージとして処理され、ルーティングエラーハ
ンドラーによって処理されます。デフォルトで
は、コンシューマーは
org.apache.camel.spi.ExceptionHandler を使用
して例外に対応し、WARN または ERROR レベ
ルでログに記録され、無視されます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
consumerType

コンシューマータイプ。 null MEDIUM

camel.source.endpoint.
exceptionHandler

コンシューマーによるカスタム
ExceptionHandler の使用を許可します。
bridgeErrorHandler オプションが有効な場合
は、このオプションは使用されないことに注意
してください。デフォルトでは、コンシュー
マーは例外に対応し、WARN または ERROR レ
ベルでログに記録され、無視されます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
exchangePattern

コンシューマーがエクスチェンジを作成する際
に交換パターンを設定します。[InOnly]、
[InOut]、[InOptionalOut] のいずれか。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
basicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
cursorRegenerationDel
ay

MongoDB の調整可能なカーソルは、新規デー
タが到達するまでブロックされます。新しい
データが挿入されない場合、一定の時間が経過
すると、カーソルは自動的に解放され、
MongoDB サーバーが閉じられます。クライア
ントは必要に応じてカーソルを再生成すること
が予想されます。この値は、新しいカーソルの
取得を試みる前に待機する時間を指定します。
失敗した場合は、次の試行が実行されるまでの
時間を指定します。デフォルト値は 1000ms で
す。

1000L MEDIUM

camel.source.endpoint.
dynamicity

このエンドポイントが受信エクスチェンジプロ
パティーからターゲットデータベースおよびコ
レクションを動的に解決しようとするかどうか
を設定します。実行時にデータベースおよび他
の静的エンドポイント URI に指定されたコレク
ションの上書きに使用できます。パフォーマン
スを向上させるために、デフォルトでは無効に
なっています。有効にすると、パフォーマンス
が最小限に抑えられます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
readPreference

MongoDB クライアントがレプリカセットのメ
ンバーに読み取り操作をルーティングする方法
を設定します。使用できる値は、PRIMARY、
PRIMARY_PREFERRED、SECONDARY、
SECONDARY_PREFERRED または NEAREST
One of: [PRIMARY_PREFERRED]、
[SECONDARY]、
[SECONDARY_PREFERRED]、[NEAREST] で
す。

"PRIMARY" MEDIUM

camel.source.endpoint.
synchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
writeConcern

スタンドアロンの mongod、レプリカセット、
またはクラスターへの書き込み操作のために
MongoDB から要求された確認応答レベルで接
続 Bean を設定します。使用できる値は
ACKNOWLEDGED、W1、W2、W3、
UNACKNOWLEDGED、JOURNALED または
MAJORITY です。[ACKNOWLEDGED]、[W1]
[W2] [W3] [UNACKNOWLEDGED]、
[JOURNALED]、[MAJORITY] のいずれか。

"ACKNOWL
EDGED"

MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
writeResultAsHeader

書き込み操作では、OUT メッセージのボ
ディーとして WriteResult を返すのではなく、
IN メッセージを OUT に変換し、WriteResult
をヘッダーとしてアタッチします。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
streamFilter

変更ストリームコンシューマーのフィルター条
件。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
persistentId

1 つのテールトラッキングコレクションでは、
調整可能な複数のコンシューマーの多数のト
ラッカーをホストできます。それらを分離させ
るには、各トラッカーに固有の persistentId が
なければなりません。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
persistentTailTracking

永続的な tail トラッキングを有効にします。こ
れは、システムの再起動時に最後に消費された
メッセージを追跡するメカニズムです。次にシ
ステムが起動すると、エンドポイントは最後に
レコードを一気に読み込むのを停止した地点か
らカーソルを回復します。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
tailTrackCollection

テールトラッキング情報が永続化されるコレク
ション。指定のない場合は、
MongoDbTailTrackingConfig#DEFAULT_COL
LECTION がデフォルトで使用されます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
tailTrackDb

テールトラッキングメカニズムが永続化する
データベースを示します。指定されていない場
合、現在のデータベースはデフォルトで選択さ
れます。Dynamicity は有効にされても考慮さ
れません。つまり、テールトラッキングデータ
ベースはエンドポイントの初期化とは異なりま
す。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
tailTrackField

最後に追跡された値を配置するフィールド。指
定されていない場合は、
MongoDbTailTrackingConfig#DEFAULT_FIEL
D がデフォルトで使用されます。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
tailTrackIncreasingFiel
d

増加する性質の着信レコードの相関フィールド
であり、生成されるたびに tail カーソルを配置
するために使用されます。カーソルは、(re)タ
イプのクエリーで作成される(re):
tailTrackIncreasingField than lastValue よりも
大きくなります（永続的なテールトラッキング
から復元する可能性があります）。Integer、
Date、String などを使用できます。注記： 現
在の時点でのドット表記のサポートはないた
め、フィールドはドキュメントのトップレベル
に指定する必要があります。

null MEDIUM

camel.component.mon
godb.mongoConnectio
n

接続に使用される共有クライアント。コンポー
ネントから生成されたすべてのエンドポイント
は、この接続クライアントを共有します。

null MEDIUM

camel.component.mon
godb.bridgeErrorHandl
er

コンシューマーの Camel ルーティングエラー
ハンドラーへのブリッジを許可します。よっ
て、コンシューマーが受信メッセージなどの取
得を試行している間に発生した例外は、メッ
セージとして処理され、ルーティングエラーハ
ンドラーによって処理されます。デフォルトで
は、コンシューマーは
org.apache.camel.spi.ExceptionHandler を使用
して例外に対応し、WARN または ERROR レベ
ルでログに記録され、無視されます。

false MEDIUM

camel.component.mon
godb.basicPropertyBin
ding

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-mongodb シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-mongodb シンクコネクターには、そのまま使える変換はありません。

camel-mongodb シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.19. CAMEL-NETTY-KAFKA-CONNECTOR ソース設定

camel-netty-kafka-connector をソースとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコネク
ターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのソースコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-netty-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>
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Kafka コネクションでこのソースコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-netty ソースコネクターは、以下に示す 120 個のオプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト 優先順位優先順位

camel.source.path.prot
ocol

tcp または udp が使用できるプロトコル。
[tcp]、[udp] のいずれか。

null HIGH

camel.source.path.host ホスト名。コンシューマーの場合、ホスト名は
localhost または 0.0.0.0 です。プロデューサー
の場合、ホスト名は、接続するリモートホスト
です。

null HIGH

camel.source.path.port ホストのポート番号 null HIGH

camel.source.endpoint.
disconnect

Netty チャンネルの使用直後に切断する（ク
ローズ）かどうか。コンシューマーとプロ
デューサーの両方に使用できます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
keepAlive

非アクティブのためソケットが閉じられないよ
うにする設定

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
reuseAddress

ソケットの多重化を容易にするための設定 true MEDIUM

camel.source.endpoint.
reuseChannel

このオプションを使用すると、プロデューサー
とコンシューマー（クライアントモード）は、
Exchange の処理ライフサイクルのために同じ
Netty チャンネルを再利用できます。これは、
Camel ルートでサーバーを複数回呼び出し、同
じネットワーク接続を使用する必要がある場合
に便利です。これを使用する場合、エクスチェ
ンジが完了するまでチャネルは接続プールには
返されません。disconnect オプションが true
に設定されている場合は切断されます。再利用
されるチャンネルは、
NettyConstants#NETTY_CHANNEL キーを持
つエクスチェンジプロパティーとして
Exchange に保存され、ルーティング中にチャ
ネルを取得して使用することができます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
sync

エンドポイントを一方向または request-
response として設定する設定

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
tcpNoDelay

TCP プロトコルのパフォーマンスを改善する
ための設定

true MEDIUM

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.netty.CamelNettySourceConnector
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camel.source.endpoint.
bridgeErrorHandler

コンシューマーの Camel ルーティングエラー
ハンドラーへのブリッジを許可します。よっ
て、コンシューマーが受信メッセージなどの取
得を試行している間に発生した例外は、メッ
セージとして処理され、ルーティングエラーハ
ンドラーによって処理されます。デフォルトで
は、コンシューマーは
org.apache.camel.spi.ExceptionHandler を使用
して例外に対応し、WARN または ERROR レベ
ルでログに記録され、無視されます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
broadcast

UDP でマルチキャストを選択する設定 false MEDIUM

camel.source.endpoint.
clientMode

clientMode が true の場合、netty コンシュー
マーはアドレスを TCP クライアントとして接
続します。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
reconnect

コンシューマーの clientMode でのみ使用され
ます。これが有効な場合、コンシューマーは接
続解除時に再接続を試みます。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
reconnectInterval

reconnect および clientMode が有効になってい
る場合に使用されます。再接続を試行する間隔
（ミリ秒単位）

10000 MEDIUM

camel.source.endpoint.
backlog

netty コンシューマー（サーバー）のバックロ
グを設定できます。バックログは、OS に応じ
てベストエフォートである点に注意してくださ
い。このオプションを 200、500、1000 など
の値に設定し、TCP スタックに accept キュー
が適しているかどうかを指示し、このオプショ
ンが設定されていない場合、バックログは OS
の設定により異なります。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
bossCount

Netty が nio モードで動作している場合、Netty
からのデフォルトの bossCount パラメーター
を使用します。これは 1 です。ユーザーが、
Netty からデフォルトの bossCount を上書きす
るためにこのオプションを使用できます。

1 MEDIUM

camel.source.endpoint.
bossGroup

NettyEndpoint 全体でサーバー側の新しい接続
を処理するために使用できる BossGroup を設
定します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
disconnectOnNoReply

sync が有効になっている場合、送信先の応答
がない場合に NettyConsumer を指定します。

true MEDIUM
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camel.source.endpoint.
exceptionHandler

コンシューマーによるカスタム
ExceptionHandler の使用を許可します。
bridgeErrorHandler オプションが有効な場合
は、このオプションは使用されないことに注意
してください。デフォルトでは、コンシュー
マーは例外に対応し、WARN または ERROR レ
ベルでログに記録され、無視されます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
exchangePattern

コンシューマーがエクスチェンジを作成する際
に交換パターンを設定します。[InOnly]、
[InOut]、[InOptionalOut] のいずれか。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
nettyServerBootstrapF
actory

カスタム NettyServerBootstrapFactory を使用
する場合

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
networkInterface

UDP を使用する場合、このオプションを使用
して、マルチキャストグループに参加する
eth0 などの名前でネットワークインター
フェースを指定できます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
noReplyLogLevel

同期が有効な場合、ロギングに使用するログレ
ベルを NettyConsumer に指示し、返信する応
答はありません。[TRACE]、[DEBUG]、
[INFO]、[WARN]、[ERROR]、[OFF] のいずれ
か。

"WARN" MEDIUM

camel.source.endpoint.
serverClosedChannelE
xception
CaughtLogLevel

サーバー(NettyConsumer)が
java.nio.channels.ClosedChannelException を
取得する場合、このログレベルを使用してログ
に記録されます。これは、クライアントが突然
切断され、Netty サーバーで閉じられた例外が
一杯になる可能性があるため、閉じられたチャ
ンネル例外のロギングを避けるために使用され
ます。[TRACE]、[DEBUG]、[INFO]、
[WARN]、[ERROR]、[OFF] のいずれか。

"DEBUG" MEDIUM

camel.source.endpoint.
serverExceptionCaught
Log Level

サーバー(NettyConsumer)が例外をキャッチす
ると、このログレベルを使用してログに記録さ
れます。[TRACE]、[DEBUG]、[INFO]、
[WARN]、[ERROR]、[OFF] のいずれか。

"WARN" MEDIUM

camel.source.endpoint.
serverInitializerFactory

カスタムの ServerInitializerFactory を使用する
場合

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト 優先順位優先順位
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camel.source.endpoint.
usingExecutorService

順序付けされたスレッドプールを使用して、同
じチャネルでイベントが順序付け処理されるか
どうか。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
allowSerializedHeaders

transferExchange が true の場合にのみ TCP に
使用されます。true に設定すると、ヘッダーお
よびプロパティーでシリアライズ可能なオブ
ジェクトがエクスチェンジに追加されます。そ
れ以外の場合は、Camel はシリアル化不可能な
オブジェクトをすべて除外し、WARN レベルで
ログに記録されます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
basicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
channelGroup

明示的な ChannelGroup を使用します。 null MEDIUM

camel.source.endpoint.
nativeTransport

NIO の代わりにネイティブトランスポートを使
用するかどうか。ネイティブトランスポートは
ホストのオペレーティングシステムを活用し、
一部のプラットフォームでのみサポートされま
す。使用しているホストオペレーティングシス
テムの netty JAR を追加する必要があります。
詳細は、http://netty.io/wiki/native-
transports.html を参照してください。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
options

オプション. を接頭辞として使用して追加の
netty オプションを設定できます。たとえば、
options.child.keepAlive=false を指定して netty
オプションの child.keepAlive=false を設定しま
す。使用できるオプションについては、Netty
のドキュメント を参照してください。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
receiveBufferSize

受信接続中に使用される TCP/UDP バッファー
サイズ。サイズはバイト単位です。

65536 MEDIUM

camel.source.endpoint.
receiveBufferSizePredi
ctor

バッファーサイズの予測を設定します。詳細
は、Jetty のドキュメント およびこのメールス
レッド を参照してください。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
sendBufferSize

アウトバウンド通信中に使用される TCP/UDP
バッファーサイズ。サイズはバイト単位です。

65536 MEDIUM
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camel.source.endpoint.
synchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
transferExchange

TCP にのみ使用されます。ボディーだけでな
く、ネットワーク上でエクスチェンジを転送で
きます。次のフィールドが転送されます。本
文、Out ボディー、フォールトボディー、ヘッ
ダー、送信ヘッダー、エクスチェンジプロパ
ティー、エクスチェンジ例外。これには、オブ
ジェクトがシリアライズ可能である必要があり
ます。Camel はシリアル化不可能なオブジェク
トをすべて除外し、WARN レベルでログに記録
されます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
udpByteArrayCodec

UDP のみの場合Java シリアライゼーションプ
ロトコルの代わりにバイトアレイコーデックの
使用が有効になっている場合。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
workerCount

Netty が nio モードで機能する場合、Netty か
らのデフォルトの workerCount パラメーター
を使用します(cpu_core_threads x 2)。ユー
ザーはこのオプションを使用して Netty のデ
フォルトの workerCount を上書きできます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
workerGroup

明示的な EventLoopGroup を boss スレッド
プールとして使用する。たとえば、複数のコン
シューマーまたはプロデューサーとスレッド
プールを共有する場合などです。デフォルトで
は、各コンシューマーまたはプロデューサーに
は 2 x cpu の数コアスレッドを持つ独自のワー
カープールがあります。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
allowDefaultCodec

netty コンポーネントは、エンコーダー/デコー
ダーが null で、テキストラインが false の場
合、デフォルトのコーデックをインストールし
ます。allowDefaultCodec を false に設定する
と、netty コンポーネントがフィルターチェー
ンの最初の要素としてデフォルトのコーデック
をインストールできなくなります。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
autoAppendDelimiter

テキストラインコーデックを使用して送信する
際に、欠落している終了区切り文字を自動追加
するかどうか。

true MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト 優先順位優先順位
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camel.source.endpoint.
decoderMaxLineLengt
h

テキストラインコーデックに使用する最大行
長。

1024 MEDIUM

camel.source.endpoint.
decoders

使用されるデコーダーの一覧。コンマで区切ら
れた値がある String を使用し、値をレジスト
リーで検索できます。値を # のプレフィックス
に付けることを忘れないようにしてください。
そのため、Camel はルックアップを行う必要が
あります。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
delimiter

テキストラインコーデックに使用する区切り文
字。使用できる値は LINE と NULL です。
[LINE]、[NULL] のいずれか。

"LINE" MEDIUM

camel.source.endpoint.
encoders

使用されるエンコーダーの一覧。コンマで区切
られた値がある String を使用し、値をレジスト
リーで検索できます。値を # のプレフィックス
に付けることを忘れないようにしてください。
そのため、Camel はルックアップを行う必要が
あります。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
encoding

テキストラインコーデックに使用するエンコー
ディング（文字セット名）。指定されていない
場合、Camel は JVM デフォルトの Charset を
使用します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
textline

TCP にのみ使用されます。codec が指定されて
いない場合、このフラグを使用してテキスト行
ベースのコーデックを指定できます。指定され
ていない場合や、値が false の場合、Object
Serialization は TCP で想定されます。ただし、
デフォルトでは文字列のみがシリアライズされ
ます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
enabledProtocols

SSL を使用する際に有効にするプロトコル "TLSv1,TLSv1
.1,TLSv1.2"

MEDIUM

camel.source.endpoint.
keyStoreFile

暗号化に使用されるクライアント側の証明書
キーストア

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
keyStoreFormat

ペイロードの暗号化に使用するキーストア形
式。設定されていない場合、デフォルトで JKS
に設定されます。

null MEDIUM
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camel.source.endpoint.
keyStoreResource

暗号化に使用されるクライアント側の証明書
キーストア。デフォルトではクラスパスから
ロードされますが、classpath:、file:、または
http: をプレフィックとして指定して、異なる
システムからリソースをロードすることもでき
ます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
needClientAuth

SSL の使用時にサーバーがクライアント認証を
必要とするかどうかを設定します。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
passphrase

SSH を使用して送信されたペイロードの暗号
化/復号化に使用するパスワード設定

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
securityProvider

ペイロードの暗号化に使用するセキュリティー
プロバイダー。設定されていない場合、デフォ
ルトは SunX509 に設定されます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
ssl

SSL 暗号化がこのエンドポイントに適用される
かどうかを指定する設定

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
sslClientCertHeaders

有効にすると、Netty コンシューマーはサブ
ジェクト名、発行者名、シリアル番号、有効な
日付範囲などのクライアント証明書に関する情
報を持つヘッダーで Camel メッセージを強化
します。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
sslContextParameters

SSLContextParameters を使用したセキュリ
ティーの設定

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
sslHandler

SSL ハンドラーを返すために使用できるクラス
への参照

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
trustStoreFile

暗号化に使用されるサーバー側の証明書キース
トア

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
trustStoreResource

暗号化に使用されるサーバー側の証明書キース
トア。デフォルトではクラスパスからロードさ
れますが、classpath:、file:、または http: をプ
レフィックとして指定して、異なるシステムか
らリソースをロードすることもできます。

null MEDIUM

camel.component.netty
.configuration

エンドポイントの作成時に NettyConfiguration
を設定として使用します。

null MEDIUM
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camel.component.netty
.disconnect

Netty チャンネルの使用直後に切断する（ク
ローズ）かどうか。コンシューマーとプロ
デューサーの両方に使用できます。

false MEDIUM

camel.component.netty
.keepAlive

非アクティブのためソケットが閉じられないよ
うにする設定

true MEDIUM

camel.component.netty
.reuseAddress

ソケットの多重化を容易にするための設定 true MEDIUM

camel.component.netty
.reuseChannel

このオプションを使用すると、プロデューサー
とコンシューマー（クライアントモード）は、
Exchange の処理ライフサイクルのために同じ
Netty チャンネルを再利用できます。これは、
Camel ルートでサーバーを複数回呼び出し、同
じネットワーク接続を使用する必要がある場合
に便利です。これを使用する場合、エクスチェ
ンジが完了するまでチャネルは接続プールには
返されません。disconnect オプションが true
に設定されている場合は切断されます。再利用
されるチャンネルは、
NettyConstants#NETTY_CHANNEL キーを持
つエクスチェンジプロパティーとして
Exchange に保存され、ルーティング中にチャ
ネルを取得して使用することができます。

false MEDIUM

camel.component.netty
.sync

エンドポイントを一方向または request-
response として設定する設定

true MEDIUM

camel.component.netty
.tcpNoDelay

TCP プロトコルのパフォーマンスを改善する
ための設定

true MEDIUM

camel.component.netty
.bridgeErrorHandler

コンシューマーの Camel ルーティングエラー
ハンドラーへのブリッジを許可します。よっ
て、コンシューマーが受信メッセージなどの取
得を試行している間に発生した例外は、メッ
セージとして処理され、ルーティングエラーハ
ンドラーによって処理されます。デフォルトで
は、コンシューマーは
org.apache.camel.spi.ExceptionHandler を使用
して例外に対応し、WARN または ERROR レベ
ルでログに記録され、無視されます。

false MEDIUM

camel.component.netty
.broadcast

UDP でマルチキャストを選択する設定 false MEDIUM

camel.component.netty
.clientMode

clientMode が true の場合、netty コンシュー
マーはアドレスを TCP クライアントとして接
続します。

false MEDIUM
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camel.component.netty
.reconnect

コンシューマーの clientMode でのみ使用され
ます。これが有効な場合、コンシューマーは接
続解除時に再接続を試みます。

true MEDIUM

camel.component.netty
.reconnectInterval

reconnect および clientMode が有効になってい
る場合に使用されます。再接続を試行する間隔
（ミリ秒単位）

10000 MEDIUM

camel.component.netty
.backlog

netty コンシューマー（サーバー）のバックロ
グを設定できます。バックログは、OS に応じ
てベストエフォートである点に注意してくださ
い。このオプションを 200、500、1000 など
の値に設定し、TCP スタックに accept キュー
が適しているかどうかを指示し、このオプショ
ンが設定されていない場合、バックログは OS
の設定により異なります。

null MEDIUM

camel.component.netty
.bossCount

Netty が nio モードで動作している場合、Netty
からのデフォルトの bossCount パラメーター
を使用します。これは 1 です。ユーザーが、
Netty からデフォルトの bossCount を上書きす
るためにこのオプションを使用できます。

1 MEDIUM

camel.component.netty
.bossGroup

NettyEndpoint 全体でサーバー側の新しい接続
を処理するために使用できる BossGroup を設
定します。

null MEDIUM

camel.component.netty
.disconnectOnNoReply

sync が有効になっている場合、送信先の応答
がない場合に NettyConsumer を指定します。

true MEDIUM

camel.component.netty
.executorService

指定の EventExecutorGroup を使用します。 null MEDIUM

camel.component.netty
.maximumPoolSize

netty コンシューマー順序付けスレッドプール
の最大スレッドプールサイズを設定します。デ
フォルトのサイズは 2 x cpu_core および 1 で
す。この値を eg 10 に設定すると、2 x
cpu_core および 1 が高い値でない限り、10 ス
レッドを使用します。この値が大きいと上書き
され、使用されます。たとえば、コアが 8 個あ
る場合、コンシューマースレッドプールは 17
になります。このスレッドプールは、Camel に
より Netty から受信したメッセージをルーティ
ングするために使用されます。また、別のス
レッドプールを使用してメッセージの順序付け
を行い、一部のメッセージがブロックされ、
nettys ワーカースレッド（イベントループ）が
影響を受けないようにします。

null MEDIUM
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camel.component.netty
.nettyServerBootstrap
Factory

カスタム NettyServerBootstrapFactory を使用
する場合

null MEDIUM

camel.component.netty
.networkInterface

UDP を使用する場合、このオプションを使用
して、マルチキャストグループに参加する
eth0 などの名前でネットワークインター
フェースを指定できます。

null MEDIUM

camel.component.netty
.noReplyLogLevel

同期が有効な場合、ロギングに使用するログレ
ベルを NettyConsumer に指示し、返信する応
答はありません。[TRACE]、[DEBUG]、
[INFO]、[WARN]、[ERROR]、[OFF] のいずれ
か。

"WARN" MEDIUM

camel.component.netty
.serverClosedChannelE
xception
CaughtLogLevel

サーバー(NettyConsumer)が
java.nio.channels.ClosedChannelException を
取得する場合、このログレベルを使用してログ
に記録されます。これは、クライアントが突然
切断され、Netty サーバーで閉じられた例外が
一杯になる可能性があるため、閉じられたチャ
ンネル例外のロギングを避けるために使用され
ます。[TRACE]、[DEBUG]、[INFO]、
[WARN]、[ERROR]、[OFF] のいずれか。

"DEBUG" MEDIUM

camel.component.netty
.serverExceptionCaugh
tLog Level

サーバー(NettyConsumer)が例外をキャッチす
ると、このログレベルを使用してログに記録さ
れます。[TRACE]、[DEBUG]、[INFO]、
[WARN]、[ERROR]、[OFF] のいずれか。

"WARN" MEDIUM

camel.component.netty
.serverInitializerFactory

カスタムの ServerInitializerFactory を使用する
場合

null MEDIUM

camel.component.netty
.usingExecutorService

順序付けされたスレッドプールを使用して、同
じチャネルでイベントが順序付け処理されるか
どうか。

true MEDIUM

camel.component.netty
.allowSerializedHeaders

transferExchange が true の場合にのみ TCP に
使用されます。true に設定すると、ヘッダーお
よびプロパティーでシリアライズ可能なオブ
ジェクトがエクスチェンジに追加されます。そ
れ以外の場合は、Camel はシリアル化不可能な
オブジェクトをすべて除外し、WARN レベルで
ログに記録されます。

false MEDIUM

camel.component.netty
.basicPropertyBinding

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト 優先順位優先順位
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camel.component.netty
.channelGroup

明示的な ChannelGroup を使用します。 null MEDIUM

camel.component.netty
.nativeTransport

NIO の代わりにネイティブトランスポートを使
用するかどうか。ネイティブトランスポートは
ホストのオペレーティングシステムを活用し、
一部のプラットフォームでのみサポートされま
す。使用しているホストオペレーティングシス
テムの netty JAR を追加する必要があります。
詳細は、http://netty.io/wiki/native-
transports.html を参照してください。

false MEDIUM

camel.component.netty
.options

オプション. を接頭辞として使用して追加の
netty オプションを設定できます。たとえば、
options.child.keepAlive=false を指定して netty
オプションの child.keepAlive=false を設定しま
す。使用できるオプションについては、Netty
のドキュメント を参照してください。

null MEDIUM

camel.component.netty
.receiveBufferSize

受信接続中に使用される TCP/UDP バッファー
サイズ。サイズはバイト単位です。

65536 MEDIUM

camel.component.netty
.receiveBufferSizePred
ictor

バッファーサイズの予測を設定します。詳細
は、Jetty のドキュメント およびこのメールス
レッド を参照してください。

null MEDIUM

camel.component.netty
.sendBufferSize

アウトバウンド通信中に使用される TCP/UDP
バッファーサイズ。サイズはバイト単位です。

65536 MEDIUM

camel.component.netty
.transferExchange

TCP にのみ使用されます。ボディーだけでな
く、ネットワーク上でエクスチェンジを転送で
きます。次のフィールドが転送されます。本
文、Out ボディー、フォールトボディー、ヘッ
ダー、送信ヘッダー、エクスチェンジプロパ
ティー、エクスチェンジ例外。これには、オブ
ジェクトがシリアライズ可能である必要があり
ます。Camel はシリアル化不可能なオブジェク
トをすべて除外し、WARN レベルでログに記録
されます。

false MEDIUM

camel.component.netty
.udpByteArrayCodec

UDP のみの場合Java シリアライゼーションプ
ロトコルの代わりにバイトアレイコーデックの
使用が有効になっている場合。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト 優先順位優先順位

第第5章章 CAMEL KAFKA CONNECTOR 設定リファレンス設定リファレンス

171



camel.component.netty
.workerCount

Netty が nio モードで機能する場合、Netty か
らのデフォルトの workerCount パラメーター
を使用します(cpu_core_threads x 2)。ユー
ザーはこのオプションを使用して Netty のデ
フォルトの workerCount を上書きできます。

null MEDIUM

camel.component.netty
.workerGroup

明示的な EventLoopGroup を boss スレッド
プールとして使用する。たとえば、複数のコン
シューマーまたはプロデューサーとスレッド
プールを共有する場合などです。デフォルトで
は、各コンシューマーまたはプロデューサーに
は 2 x cpu の数コアスレッドを持つ独自のワー
カープールがあります。

null MEDIUM

camel.component.netty
.allowDefaultCodec

netty コンポーネントは、エンコーダー/デコー
ダーが null で、テキストラインが false の場
合、デフォルトのコーデックをインストールし
ます。allowDefaultCodec を false に設定する
と、netty コンポーネントがフィルターチェー
ンの最初の要素としてデフォルトのコーデック
をインストールできなくなります。

true MEDIUM

camel.component.netty
.autoAppendDelimiter

テキストラインコーデックを使用して送信する
際に、欠落している終了区切り文字を自動追加
するかどうか。

true MEDIUM

camel.component.netty
.decoderMaxLineLengt
h

テキストラインコーデックに使用する最大行
長。

1024 MEDIUM

camel.component.netty
.decoders

使用されるデコーダーの一覧。コンマで区切ら
れた値がある String を使用し、値をレジスト
リーで検索できます。値を # のプレフィックス
に付けることを忘れないようにしてください。
そのため、Camel はルックアップを行う必要が
あります。

null MEDIUM

camel.component.netty
.delimiter

テキストラインコーデックに使用する区切り文
字。使用できる値は LINE と NULL です。
[LINE]、[NULL] のいずれか。

"LINE" MEDIUM

camel.component.netty
.encoders

使用されるエンコーダーの一覧。コンマで区切
られた値がある String を使用し、値をレジスト
リーで検索できます。値を # のプレフィックス
に付けることを忘れないようにしてください。
そのため、Camel はルックアップを行う必要が
あります。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト 優先順位優先順位
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camel.component.netty
.encoding

テキストラインコーデックに使用するエンコー
ディング（文字セット名）。指定されていない
場合、Camel は JVM デフォルトの Charset を
使用します。

null MEDIUM

camel.component.netty
.textline

TCP にのみ使用されます。codec が指定されて
いない場合、このフラグを使用してテキスト行
ベースのコーデックを指定できます。指定され
ていない場合や、値が false の場合、Object
Serialization は TCP で想定されます。ただし、
デフォルトでは文字列のみがシリアライズされ
ます。

false MEDIUM

camel.component.netty
.enabledProtocols

SSL を使用する際に有効にするプロトコル "TLSv1,TLSv1
.1,TLSv1.2"

MEDIUM

camel.component.netty
.keyStoreFile

暗号化に使用されるクライアント側の証明書
キーストア

null MEDIUM

camel.component.netty
.keyStoreFormat

ペイロードの暗号化に使用するキーストア形
式。設定されていない場合、デフォルトで JKS
に設定されます。

null MEDIUM

camel.component.netty
.keyStoreResource

暗号化に使用されるクライアント側の証明書
キーストア。デフォルトではクラスパスから
ロードされますが、classpath:、file:、または
http: をプレフィックとして指定して、異なる
システムからリソースをロードすることもでき
ます。

null MEDIUM

camel.component.netty
.needClientAuth

SSL の使用時にサーバーがクライアント認証を
必要とするかどうかを設定します。

false MEDIUM

camel.component.netty
.passphrase

SSH を使用して送信されたペイロードの暗号
化/復号化に使用するパスワード設定

null MEDIUM

camel.component.netty
.securityProvider

ペイロードの暗号化に使用するセキュリティー
プロバイダー。設定されていない場合、デフォ
ルトは SunX509 に設定されます。

null MEDIUM

camel.component.netty
.ssl

SSL 暗号化がこのエンドポイントに適用される
かどうかを指定する設定

false MEDIUM

camel.component.netty
.sslClientCertHeaders

有効にすると、Netty コンシューマーはサブ
ジェクト名、発行者名、シリアル番号、有効な
日付範囲などのクライアント証明書に関する情
報を持つヘッダーで Camel メッセージを強化
します。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト 優先順位優先順位
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camel.component.netty
.sslContextParameters

SSLContextParameters を使用したセキュリ
ティーの設定

null MEDIUM

camel.component.netty
.sslHandler

SSL ハンドラーを返すために使用できるクラス
への参照

null MEDIUM

camel.component.netty
.trustStoreFile

暗号化に使用されるサーバー側の証明書キース
トア

null MEDIUM

camel.component.netty
.trustStoreResource

暗号化に使用されるサーバー側の証明書キース
トア。デフォルトではクラスパスからロードさ
れますが、classpath:、file:、または http: をプ
レフィックとして指定して、異なるシステムか
らリソースをロードすることもできます。

null MEDIUM

camel.component.netty
.useGlobalSslContext
Parameters

グローバル SSL コンテキストパラメーターの
使用を有効にします。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト 優先順位優先順位

camel-netty シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-netty シンクコネクターには、そのまま使える変換はありません。

camel-netty シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.20. CAMEL-SALESFORCE-KAFKA-CONNECTOR ソース設定

camel-salesforce-kafka-connector をソースとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコ
ネクターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのソースコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-salesforce ソースコネクターは、以下に示す 116 オプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.source.path.topi
cName

使用するトピック/チャネルの名前 null MEDIUM

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-salesforce-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.salesforce.CamelSalesforceSourceConnector
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camel.source.endpoint.
apexMethod

APEX メソッド名 null MEDIUM

camel.source.endpoint.
apexQueryParams

APEX メソッドのクエリーパラメーター null MEDIUM

camel.source.endpoint.
apexUrl

APEX メソッド URL null MEDIUM

camel.source.endpoint.
apiVersion

Salesforce API バージョン。 "34.0" MEDIUM

camel.source.endpoint.
backoffIncrement

Streaming connection restart attempts for
attempting connection restart failed beyond
CometD auto-reconnect をストリーミングす
るバックオフ間隔がインクリメントされます。

1000L MEDIUM

camel.source.endpoint.
batchId

一括 API バッチ ID null MEDIUM

camel.source.endpoint.
contentType

一括 API コンテンツタイプ、XML、CSV、
ZXML、Z_CSV のいずれか。[XML] [CSV]、
[JSON]、[ZIP_XML]、[ZIP_CSV] [ZIP_JSON]
のいずれか

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
defaultReplayId

initialReplayIdMap に値が見つからない場合の
デフォルト replayId 設定

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
format

JSON または XML のいずれかの Salesforce
API 呼び出しに使用するペイロード形式。デ
フォルトは JSON [JSON] [XML] のいずれかで
す。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
httpClient

Salesforce への接続に使用するカスタム Jetty
Http クライアント。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.i
ncludeDetails

Salesforce1 Analytics レポートに詳細を含めま
す。デフォルトは false です。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.i
nitialReplayIdMap

チャネル名ごとに開始する ID を再生します。 null MEDIUM

camel.source.endpoint.i
nstanceId

Salesforce1 Analytics 実行インスタンス ID null MEDIUM

camel.source.endpoint.j
obId

一括 API ジョブ ID null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.l
imit

返されるレコードの数の制限。一部の API に適
用して、Salesforce ドキュメントを確認してく
ださい。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
maxBackoff

接続再起動のストリーミングの最大バックオフ
間隔が CometD auto-reconnect 以外の失敗に
対して試行されます。

30000L MEDIUM

camel.source.endpoint.
notFoundBehaviour

Salesforce API から受信した 404 not found ス
テータスの動作を設定します。ボディーを
NULL NotFoundBehaviour#NULL に設定する
か、エクスチェンジ
NotFoundBehaviour#EXCEPTION - デフォル
トで例外が通知される必要があります。
[EXCEPTION]、[NULL] のいずれか。

"EXCEPTIO
N"

MEDIUM

camel.source.endpoint.
notifyForFields

フィールド、オプションは ALL、
REFERENCED、SELECT、WHERE One of:
[ALL]、[REFERENCED]、[SELECT]、
[WHERE] のいずれか。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
notifyForOperationCre
ate

作成操作についての通知。デフォルトは
false（API バージョン = 29.0）です。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
notifyForOperationDel
ete

削除操作についての通知。デフォルトは
false(API version = 29.0)です。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
notifyForOperations

操作について通知する。オプションは ALL、
CREATE、EXTENDED、UP UPDATE（API
バージョン 29.0）のいずれかです。[ALL]
[CREATE]、[EXTENDED] [UPDATE] のいずれ
か。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
notifyForOperationUnd
elete

削除しない操作についての通知。デフォルトは
false(API version = 29.0)です。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
notifyForOperationUpd
ate

更新操作についての通知。デフォルトは
false（API バージョン = 29.0）です。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
objectMapper

Salesforce オブジェクトをシリアライズ/デシ
リアライズする際に使用するカスタム Jackson
ObjectMapper。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
rawPayload

デフォルトでは、DTO ではなく、要求および
応答に raw ペイロード文字列（JSON または
XML のいずれか）を使用します。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
reportId

Salesforce1 Analytics レポート ID null MEDIUM

camel.source.endpoint.
reportMetadata

フィルタリングに使用する Salesforce1
Analytics レポートメタデータ

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
resultId

一括 API 結果 ID null MEDIUM

camel.source.endpoint.
sObjectBlobFieldName

SObject blob フィールド名 null MEDIUM

camel.source.endpoint.
sObjectClass

完全修飾 SObject クラス名。通常は camel-
salesforce-maven-plugin を使用して生成され
ます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
sObjectFields

取得する SObject フィールド null MEDIUM

camel.source.endpoint.
sObjectId

SObject ID（API で必要な場合） null MEDIUM

camel.source.endpoint.
sObjectIdName

SObject 外部 ID フィールド名 null MEDIUM

camel.source.endpoint.
sObjectIdValue

SObject 外部 ID フィールドの値 null MEDIUM

camel.source.endpoint.
sObjectName

SObject 名（必要な場合または API でサポート
される場合）

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
sObjectQuery

Salesforce SOQL クエリー文字列 null MEDIUM

camel.source.endpoint.
sObjectSearch

Salesforce SOSL 検索文字列 null MEDIUM

camel.source.endpoint.
updateTopic

Streaming API の使用時に既存の Push Topic を
更新するかどうか。デフォルトは false です。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
bridgeErrorHandler

コンシューマーの Camel ルーティングエラー
ハンドラーへのブリッジを許可します。よっ
て、コンシューマーが受信メッセージなどの取
得を試行している間に発生した例外は、メッ
セージとして処理され、ルーティングエラーハ
ンドラーによって処理されます。デフォルトで
は、コンシューマーは
org.apache.camel.spi.ExceptionHandler を使用
して例外に対応し、WARN または ERROR レベ
ルでログに記録され、無視されます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
replayId

サブスクライブ時に使用する replayId 値 null MEDIUM

camel.source.endpoint.
exceptionHandler

コンシューマーによるカスタム
ExceptionHandler の使用を許可します。
bridgeErrorHandler オプションが有効な場合
は、このオプションは使用されないことに注意
してください。デフォルトでは、コンシュー
マーは例外に対応し、WARN または ERROR レ
ベルでログに記録され、無視されます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
exchangePattern

コンシューマーがエクスチェンジを作成する際
に交換パターンを設定します。[InOnly]、
[InOut]、[InOptionalOut] のいずれか。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
basicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
synchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.component.sales
force.apexMethod

APEX メソッド名 null MEDIUM

camel.component.sales
force.apexQueryParam
s

APEX メソッドのクエリーパラメーター null MEDIUM

camel.component.sales
force.apexUrl

APEX メソッド URL null MEDIUM

camel.component.sales
force.apiVersion

Salesforce API バージョン。 "34.0" MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.sales
force.backoffIncremen
t

Streaming connection restart attempts for
attempting connection restart failed beyond
CometD auto-reconnect をストリーミングす
るバックオフ間隔がインクリメントされます。

1000L MEDIUM

camel.component.sales
force.batchId

一括 API バッチ ID null MEDIUM

camel.component.sales
force.contentType

一括 API コンテンツタイプ、XML、CSV、
ZXML、Z_CSV のいずれか。[XML] [CSV]、
[JSON]、[ZIP_XML]、[ZIP_CSV] [ZIP_JSON]
のいずれか

null MEDIUM

camel.component.sales
force.defaultReplayId

initialReplayIdMap に値が見つからない場合の
デフォルト replayId 設定

null MEDIUM

camel.component.sales
force.format

JSON または XML のいずれかの Salesforce
API 呼び出しに使用するペイロード形式。デ
フォルトは JSON [JSON] [XML] のいずれかで
す。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.httpClient

Salesforce への接続に使用するカスタム Jetty
Http クライアント。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.httpClientConnec
tion Timeout

Salesforce サーバーへの接続時に HttpClient に
よって使用される接続タイムアウト。

60000L MEDIUM

camel.component.sales
force.httpClientIdleTim
eout

Salesforce サーバーからの応答を待つ際に
HttpClient によって使用されるタイムアウト。

10000L MEDIUM

camel.component.sales
force.httpMaxContent
Length

HTTP 応答の最大コンテンツ長。 null MEDIUM

camel.component.sales
force.includeDetails

Salesforce1 Analytics レポートに詳細を含めま
す。デフォルトは false です。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.initialReplayIdMa
p

チャネル名ごとに開始する ID を再生します。 null MEDIUM

camel.component.sales
force.instanceId

Salesforce1 Analytics 実行インスタンス ID null MEDIUM

camel.component.sales
force.jobId

一括 API ジョブ ID null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

第第5章章 CAMEL KAFKA CONNECTOR 設定リファレンス設定リファレンス

179



camel.component.sales
force.limit

返されるレコードの数の制限。一部の API に適
用して、Salesforce ドキュメントを確認してく
ださい。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.maxBackoff

接続再起動のストリーミングの最大バックオフ
間隔が CometD auto-reconnect 以外の失敗に
対して試行されます。

30000L MEDIUM

camel.component.sales
force.notFoundBehavio
ur

Salesforce API から受信した 404 not found ス
テータスの動作を設定します。ボディーを
NULL NotFoundBehaviour#NULL に設定する
か、エクスチェンジ
NotFoundBehaviour#EXCEPTION - デフォル
トで例外が通知される必要があります。
[EXCEPTION]、[NULL] のいずれか。

"EXCEPTIO
N"

MEDIUM

camel.component.sales
force.notifyForFields

フィールド、オプションは ALL、
REFERENCED、SELECT、WHERE One of:
[ALL]、[REFERENCED]、[SELECT]、
[WHERE] のいずれか。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.notifyForOperati
on Create

作成操作についての通知。デフォルトは
false（API バージョン = 29.0）です。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.notifyForOperati
on Delete

削除操作についての通知。デフォルトは
false(API version = 29.0)です。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.notifyForOperati
ons

操作について通知する。オプションは ALL、
CREATE、EXTENDED、UP UPDATE（API
バージョン 29.0）のいずれかです。[ALL]
[CREATE]、[EXTENDED] [UPDATE] のいずれ
か。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.notifyForOperati
on Undelete

削除しない操作についての通知。デフォルトは
false(API version = 29.0)です。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.notifyForOperati
on Update

更新操作についての通知。デフォルトは
false（API バージョン = 29.0）です。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.objectMapper

Salesforce オブジェクトをシリアライズ/デシ
リアライズする際に使用するカスタム Jackson
ObjectMapper。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.sales
force.packages

生成された DTO クラスがどのパッケージであ
るか。通常、クラスは camel-salesforce-
maven-plugin を使用して生成されます。生成
された DTO を使用して、パラメーター/ヘッ
ダー値で短い SObject 名を使用する利点を取得
する場合はこれを設定します。複数のパッケー
ジはコンマで区切ることができます。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.rawPayload

デフォルトでは、DTO ではなく、要求および
応答に raw ペイロード文字列（JSON または
XML のいずれか）を使用します。

false MEDIUM

camel.component.sales
force.reportId

Salesforce1 Analytics レポート ID null MEDIUM

camel.component.sales
force.reportMetadata

フィルタリングに使用する Salesforce1
Analytics レポートメタデータ

null MEDIUM

camel.component.sales
force.resultId

一括 API 結果 ID null MEDIUM

camel.component.sales
force.sObjectBlobField
Name

SObject blob フィールド名 null MEDIUM

camel.component.sales
force.sObjectClass

完全修飾 SObject クラス名。通常は camel-
salesforce-maven-plugin を使用して生成され
ます。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.sObjectFields

取得する SObject フィールド null MEDIUM

camel.component.sales
force.sObjectId

SObject ID（API で必要な場合） null MEDIUM

camel.component.sales
force.sObjectIdName

SObject 外部 ID フィールド名 null MEDIUM

camel.component.sales
force.sObjectIdValue

SObject 外部 ID フィールドの値 null MEDIUM

camel.component.sales
force.sObjectName

SObject 名（必要な場合または API でサポート
される場合）

null MEDIUM

camel.component.sales
force.sObjectQuery

Salesforce SOQL クエリー文字列 null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.sales
force.sObjectSearch

Salesforce SOSL 検索文字列 null MEDIUM

camel.component.sales
force.updateTopic

Streaming API の使用時に既存の Push Topic を
更新するかどうか。デフォルトは false です。

false MEDIUM

camel.component.sales
force.config

グローバルエンドポイント設定： すべてのエ
ンドポイントに共通する値を設定するのに使用
します。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.httpClientProper
ties

ベースとなる HTTP クライアントで設定できる
任意のプロパティーを設定するために使用され
ます。利用可能なすべてのオプションについて
SalesforceHttpClient と Jetty HttpClient のプ
ロパティーを確認します。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.longPollingTrans
port Properties

ストリーミング API によって使用される
BayeuxClient(CometD)で使用される
LongPollingTransport(LongPollingTransport)
で設定できるプロパティーを設定するために使
用されます。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.bridgeErrorHandl
er

コンシューマーの Camel ルーティングエラー
ハンドラーへのブリッジを許可します。よっ
て、コンシューマーが受信メッセージなどの取
得を試行している間に発生した例外は、メッ
セージとして処理され、ルーティングエラーハ
ンドラーによって処理されます。デフォルトで
は、コンシューマーは
org.apache.camel.spi.ExceptionHandler を使用
して例外に対応し、WARN または ERROR レベ
ルでログに記録され、無視されます。

false MEDIUM

camel.component.sales
force.basicPropertyBin
ding

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

camel.component.sales
force.httpProxyExclude
d Addresses

HTTP プロキシーサーバーを使用できないアド
レスの一覧。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.httpProxyHost

使用する HTTP プロキシーサーバーのホスト
名。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.httpProxyInclude
d Addresses

HTTP プロキシーサーバーを使用するアドレス
の一覧。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

Red Hat Integration 2020-Q4 Camel Kafka Connector のスタートガイドのスタートガイド

182



camel.component.sales
force.httpProxyPort

使用する HTTP プロキシーサーバーのポート番
号。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.httpProxySocks4

true に設定すると、HTTP プロキシーが
SOCKS4 プロキシーとして使用するように設
定されます。

false MEDIUM

camel.component.sales
force.authenticationTy
pe

使用する明示的な認証方法、
USERNAME_PASSWORD、
REFRESH_TOKEN、または JWT のいずれか。
Salesforce コンポーネントは、プロパティー
セットから使用する認証方法を自動決定できま
す。このプロパティーを設定して曖昧さを排除
できます。[USERNAME_PASSWORD]、
[REFRESH_TOKEN]、[JWT] のいずれか。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.clientId

Salesforce インスタンス設定で設定される接続
されたアプリケーションの OAuth Consumer
Key。通常、接続されたアプリを設定する必要
がありますが、パッケージをインストールして
提供することができます。

null HIGH

camel.component.sales
force.clientSecret

Salesforce インスタンス設定で設定される接続
されたアプリケーションの OAuth Consumer
Secret。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.httpProxyAuthUri

HTTP プロキシーサーバーに対する認証で使用
され、httpProxyUsername および
httpProxyPassword を認証に使用するにはプロ
キシーサーバーの URI と一致する必要がありま
す。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.httpProxyPasswo
rd

HTTP プロキシーサーバーに対して認証するた
めに使用するパスワード。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.httpProxyRealm

HTTP プロキシーサーバーに対する プリエンプ
ションプ Basic/Digest 認証メソッドで使用さ
れるプロキシーサーバーのレルム。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.httpProxySecure

false に設定すると、HTTP プロキシーへのアク
セス時に TLS の使用が無効になります。

true MEDIUM

camel.component.sales
force.httpProxyUseDig
estAuth

true に設定すると、HTTP プロキシーに対して
認証時に true ダイジェスト認証が使用されま
す。そうでないと、基本的な承認方法が使用さ
れます。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.sales
force.httpProxyUserna
me

HTTP プロキシーサーバーに対して認証するた
めに使用するユーザー名。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.instanceUrl

認証後に使用される Salesforce インスタンス
の URL。デフォルトでは認証に成功した
Salesforce から受信されます。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.keystore

OAuth JWT フローで使用するキーストアパラ
メーター。KeyStore には、秘密鍵と証明書が
含まれるエントリーを 1 つだけ含める必要があ
ります。Salesforce は証明書チェーンを検証し
ないため、これは簡単に自己署名証明書にする
ことができます。必ず、対応する接続したアプ
リケーションに証明書をアップロードするよう
にしてください。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.lazyLogin

true に設定すると、コンポーネントはコンポー
ネントの先頭で Salesforce に対して認証され
なくなります。通常、これを（デフォル
ト）false に設定し、早い段階で認証し、認証
の問題をすぐに認識します。

false MEDIUM

camel.component.sales
force.loginConfig

1 つのネストされた Bean のすべての認証設
定。そこに設定されたすべてのプロパティーは
コンポーネントにも直接設定できます。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.loginUrl

認証に使用される Salesforce インスタンスの
URL。デフォルトでは
https://login.salesforce.com に設定されます。

"https://logi
n.salesforce.
com"

HIGH

camel.component.sales
force.password

アクセストークンにアクセスするために
OAuth フローで使用されるパスワード。パス
ワード OAuth フローの使用は簡単ですが、通
常は他のフローよりも安全性が低いとみなされ
るため回避する必要があります。パスワードの
最後にセキュリティートークンを追加するよう
にしてください。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.sales
force.refreshToken

更新トークンの OAuth フローですでに取得さ
れたトークンを更新します。1 つは Web アプリ
ケーションを設定し、更新トークンを受信する
ようにコールバック URL を設定するか、
https://login.salesforce.com/services/oauth2/
success または
https://test.salesforce.com/services/oauth2/s
uccess で組み込みコールバックを使用してか
ら、フローの最後にある URL から
refresh_token を再設定します。開発中の組織
Salesforce では、コールバック Web アプリ
ケーションを localhost でホストできることに
注意してください。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.sslContextParam
eters

使用する SSL パラメーター。利用可能なすべ
てのオプションについては
SSLContextParameters クラスを参照してくだ
さい。

null MEDIUM

camel.component.sales
force.useGlobalSslCont
ext Parameters

グローバル SSL コンテキストパラメーターの
使用の有効化

false MEDIUM

camel.component.sales
force.userName

OAuth フローでアクセストークンへのアクセス
を取得するために使用されるユーザー名。パス
ワード OAuth フローの使用は簡単ですが、通
常は他のフローよりも安全性が低いとみなされ
るため回避する必要があります。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-salesforce シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-salesforce シンクコネクターにはそのまま使える変換がありません。

camel-salesforce シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.21. CAMEL-SLACK-KAFKA-CONNECTOR ソース設定

camel-slack-kafka-connector をソースとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコネク
ターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのソースコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-slack-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>
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camel-slack ソースコネクターは、以下に示す 28 個のオプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.source.path.chan
nel

チャネル名（構文 #name）または
slackuser(syntax userName)は、メッセージを
ユーザーに直接送信します。

null HIGH

camel.source.endpoint.
bridgeErrorHandler

コンシューマーの Camel ルーティングエラー
ハンドラーへのブリッジを許可します。よっ
て、コンシューマーが受信メッセージなどの取
得を試行している間に発生した例外は、メッ
セージとして処理され、ルーティングエラーハ
ンドラーによって処理されます。デフォルトで
は、コンシューマーは
org.apache.camel.spi.ExceptionHandler を使用
して例外に対応し、WARN または ERROR レベ
ルでログに記録され、無視されます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
maxResults

ポーリングの Max Result "10" MEDIUM

camel.source.endpoint.
sendEmptyMessageWh
enIdle

ポーリングコンシューマーがファイルをポーリ
ングしなかった場合、このオプションを有効に
して、代わりに空のメッセージ (ボディーなし)
を送信できます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
serverUrl

Slack インスタンスのサーバー URL "https://slac
k.com"

MEDIUM

camel.source.endpoint.
token

使用するトークン null MEDIUM

camel.source.endpoint.
exceptionHandler

コンシューマーによるカスタム
ExceptionHandler の使用を許可します。
bridgeErrorHandler オプションが有効な場合
は、このオプションは使用されないことに注意
してください。デフォルトでは、コンシュー
マーは例外に対応し、WARN または ERROR レ
ベルでログに記録され、無視されます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
exchangePattern

コンシューマーがエクスチェンジを作成する際
に交換パターンを設定します。[InOnly]、
[InOut]、[InOptionalOut] のいずれか。

null MEDIUM

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.slack.CamelSlackSourceConnector
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camel.source.endpoint.
pollStrategy

プラグ可能な
org.apache.camel.PollingConsumerPollingStrat
egy を使用すると、エクスチェンジが作成さ
れ、Camel でルーティングされる前に、通常は
ポーリング操作中に発生するエラー処理を制御
するカスタム実装が提供できます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
basicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
synchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
backoffErrorThreshold

backoffMultipler が開始する前に発生する必要
がある後続のエラーポーリング (エラーによっ
て失敗した) の数。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
backoffIdleThreshold

backoffMultipler が開始する前に発生する必要
がある後続のアイドルポーリングの数。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
backoffMultiplier

後続のアイドル状態/エラーが連続して発生し
た場合に、スケジュールされたポーリングコン
シューマーのバックオフを許可します。乗数
は、実際に次の試行が行われる前にスキップさ
れるポーリングの数です。このオプションが使
用されている場合は、backoffIdleThreshold や
backoffErrorThreshold も設定する必要があり
ます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
delay

次のポーリングまでの時間 (ミリ秒単位)。 500L MEDIUM

camel.source.endpoint.
greedy

greedy が有効で、以前の実行が 1 つ以上のメッ
セージをポーリングした場合、
ScheduledPollConsumer は即座に再度実行さ
れます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.i
nitialDelay

最初のポーリングが開始されるまでの時間 (ミ
リ秒単位)。

1000L MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
repeatCount

実行の最大数を指定します。そのため、これを
1 に設定するとスケジューラーは 1 度だけ実行
されます。これを 5 に設定した場合、5 回だけ
実行されます。0 または負の値を設定すると、
無制限に実行されます。

0L MEDIUM

camel.source.endpoint.
runLoggingLevel

コンシューマーはポーリング時に開始/完了の
ログ行を記録します。このオプションを使用す
ると、ログレベルを設定できます。[TRACE]、
[DEBUG]、[INFO]、[WARN]、[ERROR]、
[OFF] のいずれか。

"TRACE" MEDIUM

camel.source.endpoint.
scheduledExecutorSer
vice

コンシューマーに使用するカスタム/共有ス
レッドプールを設定できます。デフォルトで
は、各コンシューマーに独自の単一スレッドの
スレッドプールがあります。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
scheduler

camel-spring または camel-quartz コンポーネ
ントから cron スケジューラーを使用します。
スケジューラーにビルドされた値 spring また
は quartz を使用。

"none" MEDIUM

camel.source.endpoint.
schedulerProperties

カスタムスケジューラーまたは Quartz や
Spring ベースのスケジューラーを使用する場合
に、追加のプロパティーを設定します。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
startScheduler

スケジューラーを自動起動するかどうか。 true MEDIUM

camel.source.endpoint.
timeUnit

initialDelay および delay オプションの時間単
位。[NANOSECONDS]、
[MICROSECONDS]、[MILLISECONDS]、
[SECONDS]、[MINUTES]、[HOURS]、
[DAYS] のいずれか。

"MILLISECO
NDS"

MEDIUM

camel.source.endpoint.
useFixedDelay

固定遅延または固定レートを使用するかどうか
を制御します。詳細は、JDK の
ScheduledExecutorService を参照してくださ
い。

true MEDIUM

camel.component.slack
.bridgeErrorHandler

コンシューマーの Camel ルーティングエラー
ハンドラーへのブリッジを許可します。よっ
て、コンシューマーが受信メッセージなどの取
得を試行している間に発生した例外は、メッ
セージとして処理され、ルーティングエラーハ
ンドラーによって処理されます。デフォルトで
は、コンシューマーは
org.apache.camel.spi.ExceptionHandler を使用
して例外に対応し、WARN または ERROR レベ
ルでログに記録され、無視されます。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.component.slack
.basicPropertyBinding

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

camel.component.slack
.webhookUrl

受信 Webhook URL null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-slack シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-slack シンクコネクターにはそのまま使える変換がありません。

camel-slack シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。

5.22. CAMEL-SYSLOG-KAFKA-CONNECTOR ソース設定

camel-syslog-kafka-connector をソースとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコネ
クターをサポートするようにしてください。

camel-syslog ソースコネクターは camel-netty ソースコネクターをベースとしており、そのすべてのオ
プションをサポートしますが、すでに事前設定されているため、以下のプロパティーを提供するだけで
十分です。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト 優先順位優先順位

camel.source.path.prot
ocol

tcp または udp が使用できるプロトコル。
[tcp]、[udp] のいずれか。

null HIGH

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-syslog-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>
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camel.source.path.host ホスト名。コンシューマーの場合、ホスト名は
localhost または 0.0.0.0 です。プロデューサー
の場合、ホスト名は、接続するリモートホスト
です。

null HIGH

camel.source.path.port ホストのポート番号 null HIGH

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト 優先順位優先順位

5.23. CAMEL-TIMER-KAFKA-CONNECTOR ソース設定

camel-timer-kafka-connector をソースとして使用する場合、以下の Maven 依存関係を使用してコネク
ターをサポートするようにしてください。

Kafka コネクションでこのソースコネクターを使用するには、以下の connector.class を設定する必要が
あります。

camel-timer ソースコネクターは、以下に示す 17 個のオプションをサポートします。

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel.source.path.time
rName

タイマーの名前 null HIGH

camel.source.endpoint.
bridgeErrorHandler

コンシューマーの Camel ルーティングエラー
ハンドラーへのブリッジを許可します。よっ
て、コンシューマーが受信メッセージなどの取
得を試行している間に発生した例外は、メッ
セージとして処理され、ルーティングエラーハ
ンドラーによって処理されます。デフォルトで
は、コンシューマーは
org.apache.camel.spi.ExceptionHandler を使用
して例外に対応し、WARN または ERROR レベ
ルでログに記録され、無視されます。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
delay

最初のイベントがトリガーされるまでの遅延。 1000L MEDIUM

camel.source.endpoint.
fixedRate

イベントは、指定した期間で区切られた、約一
定間隔で実行されます。

false MEDIUM

<dependency>
  <groupId>org.apache.camel.kafkaconnector</groupId>
  <artifactId>camel-timer-kafka-connector</artifactId>
  <version>x.x.x</version>
  <!-- use the same version as your Camel Kafka connector version -->
</dependency>

connector.class=org.apache.camel.kafkaconnector.timer.CamelTimerSourceConnector
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camel.source.endpoint.i
ncludeMetadata

実行時間、タイマー名、タイマー数などのエク
スチェンジにメタデータを含めるかどうか。こ
の情報は、デフォルトで含まれています。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
period

0 を超える場合は、期間ごとに定期的なイベン
トを生成します。

1000L MEDIUM

camel.source.endpoint.
repeatCount

実行の最大数を指定します。したがって、これ
を 1 に設定すると、タイマーは 1 度だけ実行さ
れます。これを 5 に設定した場合、5 回だけ実
行されます。0 または負の値を設定すると、無
制限に実行されます。

0L MEDIUM

camel.source.endpoint.
exceptionHandler

コンシューマーによるカスタム
ExceptionHandler の使用を許可します。
bridgeErrorHandler オプションが有効な場合
は、このオプションは使用されないことに注意
してください。デフォルトでは、コンシュー
マーは例外に対応し、WARN または ERROR レ
ベルでログに記録され、無視されます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
exchangePattern

コンシューマーがエクスチェンジを作成する際
に交換パターンを設定します。[InOnly]、
[InOut]、[InOptionalOut] のいずれか。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
basicPropertyBinding

エンドポイントが基本プロパティーバインディ
ング(Camel 2.x)または新しいプロパティーバ
インディングを追加機能と共に使用するかどう
か。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
daemon

タイマーエンドポイントに関連付けられたス
レッドがデーモンとして実行されるかどうかを
指定します。デフォルト値は true です。

true MEDIUM

camel.source.endpoint.
pattern

URI 構文を使用して time オプションの設定に
使用するカスタムの Date パターンを指定でき
ます。

null MEDIUM

camel.source.endpoint.
synchronous

同期処理を厳密に使用するか、Camel が非同期
処理を使用できるようにするかを設定します
（サポートされている場合）。

false MEDIUM

camel.source.endpoint.
time

最初のイベントを生成する java.util.Date。URI
を使用する場合、想定されるパターンは yyyy-
MM-dd HH:mm:ss または yyyy-MM-
dd'T'HH:mm:ss です。

null MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority
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camel.source.endpoint.
timer

カスタムタイマーの使用 null MEDIUM

camel.component.timer
.bridgeErrorHandler

コンシューマーの Camel ルーティングエラー
ハンドラーへのブリッジを許可します。よっ
て、コンシューマーが受信メッセージなどの取
得を試行している間に発生した例外は、メッ
セージとして処理され、ルーティングエラーハ
ンドラーによって処理されます。デフォルトで
は、コンシューマーは
org.apache.camel.spi.ExceptionHandler を使用
して例外に対応し、WARN または ERROR レベ
ルでログに記録され、無視されます。

false MEDIUM

camel.component.timer
.basicPropertyBinding

コンポーネントの基本的なプロパティーバイン
ディング(Camel 2.x)または新しいプロパ
ティーバインディングを追加機能と共に使用す
るかどうか。

false MEDIUM

名前名前 説明説明 デフォルトデフォルト Priority

camel-timer シンクコネクターには、そのまま使えるコンバーターがありません。

camel-timer シンクコネクターには、そのまま使える変換はありません。

camel-timer シンクコネクターにはそのまま使える集約ストラテジーがありません。
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