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第１章 イントロダクション 

2 intra-martベースモジュール/フレームワーク 

 1 intra-martの起動と終了 
Webベースの開発ツールであるintra-martは、通常のコンピュータソフトとは起動と終了の方法が異な

ります。Webベースのアプリケーションでは、ブラウザ上から本システムへ「ログイン」で使用できるように

なり、終了時は「ログアウト」で終了させます。 

intra-martへのログイン 

intra-martへのログインは、システム管理者、ログイングループ管理者、一般ユーザによってURLが異な

ります。以下、ログイングループ管理者のログインの手順を説明します。なお、システム管理者、一般ユ

ーザのログインに関しては、「アドミニストレータガイド」を参照してください。 

 1 ブラウザを起動し、intra-martのURLを入力します。 

画面上には、intra-martのログイン画面が表示されます。 

intra-martベースモジュール 

  （スタンドアロン） ：http://マシンアドレス/imart/（ログイングループ名）.manager 

  （分散システム） ：Webサーバコネクタの登録内容に合わせたURL 

intra-martフレームワーク 

     ：Webアプリケーションサーバに対するintra-martの登録内容に合わせたURL 

 

 intra-martベースモジュールをスタンドアロン形態で運用する場合、アクセスするURLのポート番号（Webサー

バとしてのポート）は、インストール時に指定することができます。 

 URLは、ブラウザのブックマークに登録しておくと便利です。 

 この他に、「ログイン画面なしで自動認証する方法」（→P. 3 Column参照）が用意されています。 

 2 ログイン画面で、ユーザコードと、パスワードを入力し、［ログイン］ボタンをクリックします。 

 

<intra-martのログイン画面> 

 

 ログイン画面及びログイン初期画面のソースは、以下の場所に用意されています。 

 %ResourceService%/pages/platform/src/system/securtyフォルダ 
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<intra-martの初期画面> 

 初期画面のメインページ（右フレーム内）は、ポータル画面となっています。新しくポートレットを作成してポー

タル機能に登録することにより、様々な情報を初期表示することができます。 

intra-martからのログアウト 

ログイン画面に戻るとログアウトしたことになり、intra-martを終了できます。ログイン画面に戻るには、画

面左のメニュー上部に用意されている［LOGOUT］ボタンをクリックします。 

 メニューの［LOGOUT]ボタンをクリックせずにブラウザを終了した場合や、他のページに移動してintra-mart

の画面から離れてしまった場合、intra-martサーバ内ではセッションがタイムアウトするまでログイン状態を継

続しているものとみなされます。必ずメニューの［LOGOUT］ボタンをクリックしてください。 

 

ログイン画面なしで自動認証する方法 

intra-martにログインする際のURLに、次のようにユーザコードとパスワードを含めると、ログイン画面な

しで自動認証されます。 

 

■システム管理者 

http://intramart/imart/system.admin?im_user=ユーザコード&im_password=パスワード 

 

■ログイングループ管理者 

http://intramart/imart/ログイングループ名.manager?im_user=ユーザコード&im_password=パスワード 

 

■一般ユーザ 

http://intramart/imart/ログイングループ名.portal?im_user=ユーザコード&im_password=パスワード 
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 2 intra-martのメニュー構成 
intra-martのメニュー表示形式は、「フォルダ」という大分類と「ページ」から構成されていて、ページを

選択すると該当する画面が表示されます。フォルダはどの階層にでも登録することができ、その配下の

ページをまとめるために利用します。 

フォルダおよびページは、ログイン（起動）したユーザのアクセス権に応じたものだけが表示されるので、

本マニュアル上の画面と実際の画面が異なることがあります。 

 

<フォルダとページの関係> 

メニューの表示 

intra-martのメニュー表示では、画面左フレームにツリー構造のメニューが表示されます。大項目であ

る「フォルダ」をクリックすると、そこに属する「ページ」がツリーに表示されます。ここで、「ページ」を選択す

ると、これに該当する画面内容が表示されます。 

 

<メニュー表示画面の例> 
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intra-martのホーム画面 

ホーム画面は、intra-martログイン時に表示される初期画面です。メニューを選択して、各種画面が表

示されている場合には、画面左上の[HOME]ボタンをクリックするとホーム画面が表示されます。 

この画面からintra-martのポータル画面への切り替えが行えます。画面の切り替えは、右画面の左上

のタブで切り替えることができます。 

 

 

 

［HOME］ボタン ホーム画面に戻ります。ホーム画面はintra-martログイン時に表示され

る画 面 で、ポータル画 面 が設 定 されているときには、この画 面 で切 り

替えることができます。 

［LOGOUT］ボタン intra-martを終了して、ログイン画面に戻ります。 

［MENU ON/OFF］ボタン 左側のメニューをOn/Offします。メニューをOffにすると、画面が広くな

っ て 、 作 業 が 容 易 に な り ま す 。 こ の 機 能 は 、 ブ ラ ウ ザ に Internet 

Explorerを使用している場合にのみ利用できます。 

［ポータル切り替え］タブ 設定されているポータル画面を切り替えることができます。ポータル画

面 の詳 細 は、アドミニストレータガイド第 2章 「9 ポータルの設 定 と操

作」、同じく第3章「6 ポータルの利用」を参照してください。 
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 3 APIリストの見方 
APIリストには、intra-martベースモジュール/フレームワークで提供される各機能やAPIの仕様について

記載されています。開発の際には、参考資料としてご活用ください。このAPIリストは、HTML形式および

Windowsの標準Help形式のファイルとなっており、左側のカテゴリメニューから表示するほか、Windows

版では、［検索］タブで全文検索が行えます。  

APIリストの格納場所 

APIリストは、インストールCDの次の場所に格納されていますのでご利用ください。 

インストールCDの intramart5/document/specification/apilist.zip 

「API」リストを表示させると、次のようなメニューが表示されます。 

 

<APIリスト> 

APIの操作 

左側の[目次]タブから、各カテゴリーのモジュール名をクリックすることで、各モジュール内容が表示さ

れます。[検索]タブを利用すると、目的語で検索することができます。 ［キーワード］タブに関しては、現

在使用していません。 
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 4 2つのWebアプリケーションモデル 
intra-martには「ページベース開発モデル」と「J2EEベース開発モデル」の2つの開発モデルが用意され

ています。これらの開発モデルは、それぞれ特徴を持ち、用途に応じて使い分けることができます。また、

2つのモデルで開発したWebアプリケーションを同一のシステム内に混在させて実行することもできます。

どちらの開発モデルもアクセスセキュリティモジュール、ワークフローモジュールなど、intra-martが標準で

用意しているフレームワークを利用することができますので、高い生産性を誇ります。 

ページベース開発モデル 

ColdFusionやMicrosoft ActiveServerPageに代表されるようなスクリプトを主体にした開発モデルで

す。intra-martでは、普段ホームページの作成に利用しているHTMLと(サーバサイド)JavaScriptを利用

してデータベースと連動したWebシステムの開発が可能となっています。そのため、初心者でも始めら

れる簡易性をもち、要員のシステム教育コストを大きく削減することができます。これまで簡単なホーム

ページしか作成したことがなかった方でも約2週間～1ヶ月ほどでマスタしWeb業務画面を作成するこ

とができます。また、ホームページの作成更新と同様に簡易に開発ができますので、頻繁に更新するよ

うな複雑なWebシステムにも柔軟に対応することができます。さらにJavaScriptからは、開発者のテクニ

カルスキルにあわせて、Java(Class、EJB)、C++、ストアドプロシージャなどが簡単に呼び出すことができ

ます。 

 ページベース開発モデルに関しては、「プログラミング・ガイド ページベース開発モデル」を参照してください。 

J2EEベース開発モデル 

J2EE(Java2 EnterpriseEdition)とは米サンマイクロシステムズが1999年9月に発表したプラットフォー

ムです。Servlet、JSP(JavaServerPages)、EJB(EnterpriseJavaBeans)などから構成され、MVCモデル

(Model-View-Control ler)でシステム構築をおこなっていきます。特に高トランザクションが集中する処

理に適しています。 

 J2EEベース開発モデルに関しては、本書で説明しています。 

２つの開発モデルで構築したアプリケーションを混在可能 

intra-martベースモジュール/フレームワークでは、これら2つのWebアプリケーションモデルで構築したア

プリケーションを同一システム内で混在させることもできます。そのため、開発予算が限られ短期間開

発の必要なWebシステムはページベースの開発モデルを主体に開発を進め、その中でトランザクション

の集中する部分のみを切り出してJ2EEベースで開発するといった現実的かつ柔軟な開発スタイルを

とることができます。この方式により、J2EEベースの開発モデルでの問題(クラス設計などの高度なスキ

ルの必要性やJava技術者の確保などの面から敷居が高く開発費用が増大する)とページベースの開

発モデルの問題(大規模なトランザクション処理に対するレスポンス的な限界)を同時に解決すること

が可能となります。 

 プログラム開発にあたっては、本書をお読みいただくと同時に、アドミニストレータ・ガイドもお読みください。 
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各ファイルの保存場所 

intra-martベースモジュール/フレームワークの各ファイルの保存場所を示します。 

intra-martベースモジュールの場合  

 静的コンテンツ（HTMLファイルや画像ファイルなど） 
Webサーバコネクタのインストールディレクトリ以下 

（スタンドアロン型の場合はサーバモジュールのインストールディレクトリ直下doc/ディレクトリ以下） 

 ページベース開発モデルのプログラム 
（プレゼンテーション・ページ（.html）, ファンクション・コンテナ（.js）） 
%Resrouce Service%/pages/ディレクトリ以下 

 J2EEベース開発モデルのプログラム（JSP）（JSP ファイル（.jsp, .xtp）） 
%Application Runtime%(スタンドアロンの場合はサーバモジュール)/doc/ディレクトリ以下 

 J2EEベース開発モデルのプログラム（Servlet）（JAVAクラスファイル（.class）） 
%Application Runtime%(スタンドアロンの場合はサーバモジュール)/doc/ディレクトリ以下の該当ディレ

クトリ内WEB-INF/classes/以下（または、クラスパスに設定されているディレクトリ内） 

 Storage Serviceにより一元管理されるファイル群  
%Storage Service%/storage/ディレクトリ内 

intra-martフレームワークの場合  

 静的コンテンツ（HTMLファイルや画像ファイルなど） 
フレームワークサーバのインストールディレクトリ直下doc/ディレクトリ以下 

（スタンドアロン型の場合はサーバモジュールのインストールディレクトリ直下doc/ディレクトリ以下） 

 ページベース開発モデルのプログラム 
（プレゼンテーション・ページ（.html）, ファンクション・コンテナ（.js）） 
%Resrouce Service%/pages/ディレクトリ以下 

 J2EEベース開発モデルのプログラム（JSP）（JSPファイル（.jsp）） 
%Application Runtime%(スタンドアロンの場合はサーバモジュール)/doc/ディレクトリ以下 

 J2EEベース開発モデルのプログラム（Servlet）（JAVAクラスファイル（.class）） 
%Application Runtime%(スタンドアロンの場合はサーバモジュール)/doc/ディレクトリ以下の該当ディレ

クトリ内WEB-INF/classes/以下（または、クラスパスに設定されているディレクトリ内） 

 Storage Serviceにより一元管理されるファイル群  
%Storage Service%/storage/ディレクトリ内 
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 5 intra-martのアプリケーション開発概要 
J2EEベース開発モデルでは、JSPファイルとServlet、EJBコンポーネントで開発します。この際にも、J2EE

フレームワークを利用することで、生産性を大きく向上することができます。 

 

J2EEベース開発モデルによるアプリケーション開発 

OSやWebアプリケーションサーバに依存しない共有プラットフォームとして、J2EEによるWebシステム開

発が普及してきました。しかし、J2EEによる開発はJavaをベースにしているため、オブジェクト指向など

の高度な知識と経験が要求される点や、J2EEでの前提知識が必要になる点など、敷居の高さが問

題になってきています。さらに、J2EE開発の規約にさえ準拠させれば、あとはいかようにでも組める自由

さが、初心者にとってはかえって負担となり、SEによってバラバラな開発スタイルとなってしまう原因とも

なります。intra-martベースモジュールやintra-martフレームワークでは、これらの問題をJ2EEフレームワ

ーク（im-J2EE Framework）の利用により解決し、J２EEベース開発モデルの生産性を大幅に向上させ

ています。 

数多くのJavaコンポーネント群（im-BizAPI） 

intra-martベースモジュールやintra-martフレームワークでは、Webシステム構築でよく利用される機能

を「Javaコンポーネント」として数多く提供しており、JavaClassまたはEJBコンポーネントとして再利用が

可能です(アクセスセキュリティモジュールやワークフローモジュール、ポータルモジュールなど)。これにより

従来ゼロから開発しなければならなかった複雑な機能を、フレームワークで用意されているJavaコンポ

ーネントを利用することで大規模なWebシステムを短期間かつ高品質に構築できます。 

 

（J2EE ベース開発モデルの場合） 
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J2EE開発のフレームワーク 

J2EEでのWebシステム開発には、構造的に共通な部分が多く、その事実を利用すると、開発生産性

をさらに大きく向上させることができます。 

intra-martでは、J2EE開発で必要になる共通的な処理は、すべてフレームワークとして用意し、開発者

に委ねられる箇所はコンポーネントを作成してもらう形態となっています。 

 

 

上図のフレームワーク部分にあるように、大きくは｢Java業務コンポーネント群（im-BizAPI）｣と「J2EEフレ

ームワーク（im-J2EE Framework）」に分かれています。ベースモジュールのJavaコンポーネントモジュー

ル群（ワークフローモジュールやアクセスセキュリティモジュールなど）はすべて｢Java業務コンポーネント

群（im-BizAPI）｣に配置されます。そしてJ2EE開発で必要になる共通的な処理はすべて「J2EEフレーム

ワーク（im-J2EE Framework）」に配置されます。 

特に、このフレームワークを利用するコンポーネントについては、雛型となる「スケルトン」を用意しておくこ

とで、さらに生産性を高めることが可能となります（共通部分はあらかじめ実装されているので、開発者

は独自のコンポーネントを作成する場合、スケルトンをコピーし、実装されていない箇所を埋めてコンポ

ーネントを作成することになります）。作成されたコンポーネントはプロパティ設定によりフレームワークに

あてはめていくことで動作します。 
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フレームワークもJ2EEで定義されている４層(Client層、Web層、EJB層、EIS層)を使用する共通的な機

構となります（SunのBluePrintに準拠）が、開発者はそのことを一切意識する必要はありません（システ

ム規模に合わせてあとから構成変更することも、設定ファイルの変更のみで可能です）。 

 

J2EE開発モデルにおいてフレームワークを活用した際のメリット  

J2EE開発時にJ2EEフレームワーク（im-J2EE Framework）を利用することで、以下のメリットがでてきま

す。  

 

J2EEベースの開発基盤 高度な知識が必要となる部分は隠蔽し、開発者はアプリケーションロ

ジックをスケルトンの中に埋め込みます。前提知識がなくても完成した

システムはJ2EEモデルの推奨 型 となり、MVCモデルの実現 が容 易 と

なります(プログラム構造が統一できメンテナンス性向上)。 

サーバ構成を意識しなくてもよい サーバ構成が変更されても、設定ファイルなどにより、外部から調整可

能となります。 

生産性の向上 共通的なものはすべてフレームワーク中に用意されているので、コンポ

ーネントの再利用性が高まり、生産性および保守性が向上します。 

カスタマイズの容易さ コンポーネントの新規追加時にも元のアプリケーションにはまったく変更

が入らない仕組みとなります。また、機能変更時も該当コンポーネント

のみの修正となり、他の箇所への影響がありません。 

テスト工程期間の短縮 テスト工程でフレームワーク部分の確認が不要となります。これにより、

問題発生時の切り分けが可能となります。 
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 6 J2EEベースで開発するにあたって 
J2EEベース開発モデルで開発するにあたっては、本書第2章以降を次のような順番でお読みいただく

ことをお勧めします。 

サーバサイドJavaプログラミングが初めての方 

第2章「サーバサイドJavaプログラミングの基礎」からお読みください。 

サーバサイドJavaプログラミングの経験はあるが、J2EEフレームワークの利用は初めての方  

第2章はとばして、第3章「J2EEフレームワークプログラミングガイド」からお読みください。 

なお、本書のほかに、初心者向けとして「J2EEフレームワーク」プログラミングガイド チュートリアル補足

編（初級編）」を用意しています。合わせてご覧ください。「J２EEフレームワークプログラミングガイドチュ

ートリアル補足（初級編）」は、インストールCD-ROMの次の場所に用意されています。 

intramart5/im-j2ee_framework/tutorialplus/j2ee_framework_tutorial_plus_v5.pdf 

「第２章 サーバサイドJavaプログラミングの基礎」の学習手順  

以下に、第2章以降の学習手順の概要を説明します。 

 

第１項 Servletの概要 サーバーサイドJavaプログラミングの中核であるServletについて学習

します。 

 

第２項 JSPの概要  JSP（Java Server Page）による簡易なプログラミング手法により、セッ

ション管理、データベース操作、タグライブラリの使用方法を体験しま

す。 
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第３項 JSPとServletとの連携 習得したServlet、JSPのコーディング方法を応用して、JSPとServletと

の連 携 を実 現 します。これにより、Servletは画 面 遷 移 先 をはじめとし

た制御機能を担うことになります。また、JSPファイルの中から、処理の

ロジックを切り出してJavaBeansにすることも体験します。 

 

第４項 MVCアーキテクチャ 処 理 ロジックを切 り出 して、コンポーネントファイル化 （Modelと呼 びま

す）します。EJBコンテナ上では、EJBコンポーネント化します。Viewは表

示、入出力といった部分を担当し、JSPで実装します。ServletはView

とModelを制御するControl lerとなり、自分自身では表示を行ったり、ロ

ジックの実行を行ったりせず、Viewからの入力に応じて必要なロジック

の実行をModelに依頼し、その結果表示をViewに依頼します。以上の

MVCモデルの実現により、機能ごとのよりいっそうの分離が明確になる

ため、それぞれの独立性が高まります。結果として保守性の向上とと

もにコンポーネントの再利用性が高まります。 

 

J2EEフレームワークプログラミング 

J2EEでのWebシステム開発には、構造的に共通な部分が多く、その事実を利用すると、開発生産性

をさらに大きく向上させることができます。ベースモジュールでは、J2EE開発で必要になる共通的な処

理は、すべてフレームワークとして用意し、開発者に委ねられる箇所はコンポーネントを作成してもらう形

態となっています。 

1 J2EEベース開発モデルによるアプリケーション開発  4 アプリケーションレイヤ 

2 フレームワーク         5 チュートリアル 

3 J2EEフレームワーク（im-J2EE Framework）   6 サンプルプログラム 

 



第１章 イントロダクション 

14 intra-martベースモジュール/フレームワーク 

 

 J2EEフレームワークを初 めて利用 する方 に、よりやさしく解 説した「J2EEフレームワークプログラミングガイド 

チュートリアル補足（初級編）」が用意されています。第3章の前にお読みになると、理解が深まります（インス

トールしたWindowsメニューから呼び出せます。本書はPDF形式のファイルですので、必要に応じて印刷して

お使いください）。 

 その他 、「im-J2EE Framework仕様書」もインストールCDに用意されています。合わせてご活用ください。 

インストールCD-ROMのintramart5/document/specif ication/im-j2ee_framework-spec_5.pdf 

 Web層のサービスフレームワークの代わりに、オープンソースのフレームワークである、「struts」が利用できるよ

うになりました。「ｓtruts」からEJB層のイベントフレームワークやEIS層のデータフレームワークを連携して呼び

出すことができます。連携方法については、「intra-mart im-J2EE Framework Struts連携ガイド」をご覧く

ださい。 

 

 さまざまなJavaコンポーネント群（im-BizAPI）の利用  
ここでは、intra-martに用意されている各種Javaコンポーネント群（モジュール、ユニット、エクステンショ

ン・モジュールなど）をJ2EEベースでどのように活用するかについて解説しています。 

 

1 メール送信       9 JavaScriptコンパイラ機能について 

2 拡張<IMART>タグ機能の使用例  10 サンプル・アプリケーション 

3 ユーザ定義関数の登録と利用   11 モジュールの組み込みと操作 

4 JavaClassとの連携     12 ユニットの組み込みと操作 

5 EJBとの連携      13 エクステンション・モジュールの組み込みと操作 

6 外部プロセスの呼び出し    14 プロトタイプウイザード 

7 XML形式のデータを扱う    15 その他の機能 

8 デバッグ手順 
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 第２章 

サーバサイドJavaプログラミングの基礎 
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 1 Servletの概要 
Servlet（Server Side Applet）とは、クライアント（ブラウザ）からの要求に対し、Webサーバ上で動作し

て結果を返すJavaプログラムです。これに対しAppletはクライアント上で動作するJavaプログラムです。 

Servlet実行環境 

Servletを実 行 するには、サーバ側 にServlet実 行 環 境 （Servletを動 作 させるために必 要 なソフトウェ

ア）が必要となります。Servletは、Servlet実行環境のServletコンテナによって実行されるJavaプログラ

ムです。                               

 

Servletのライフサイクル 

Servletにはライフサイクルがあり、下図 で示すような流れで動作します。Servletのライフサイクルは、

javax.servlet.Servletインターフェースで提供されているメソッドと密接な関係があります。 

 

Servletは起動時に1度だけinit();メソッドによって初期化されます。クライアントがServletに対してリクエ

ストを行うと、service();メソッドによって応答します。service();メソッドはマルチスレッドで動作します。1

度起動されたServletは、クライアントからのリクエストに応じたあと、そのままインスタンスとしてServlet

コンテナのプロセス内に常駐し、クライアントからの次のリクエストを待ちます。起動後のリクエストは、待

機 しているServletが応 答 します。また、続 いて他 のクライアントからリクエストがくると、待 機 している

Servletがそのリクエストに応答します。これにより、Servletの初期化処理が起動時のみとなるため、効

率よく動作します。 

ただし、スレッドセーフなモデルではないため（排他・同期等の機能は無し）、変数などを共有する場合

は、synchronizedなどで対処することが必要です。 
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ServletとCGIの違い 

ServletとCGIの相違について説明します。 

CGIの場合 

リクエスト毎にプロセスを毎回立ち上げるため、負荷が大きい。 

 

 

Servletの場合 

プロセスの起動は1回のみ。スレッドで処理を行うため、レスポンスが良い。 
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Servletプログラミング 

まず最初に、Servletプログラミングを実際に体験してみましょう。 

intra-martでのServlet実行手順は以下の通りです。 

 

 通常、Servletプログラムを作成した場合、コンパイルが必要となりますが、intra-martではその必要はありま

せん。Webアプリケーションディレクトリ内にjavaファイルを保存すると、リクエスト時にclassファイルとの日付

情報を比較し、javaファイルが更新されている場合、自動的にコンパイルを行います。ここではデバッグ処理

のため、手動でコンパイルを行います。 

Application Runtimeディレクトリ構成（intra-martベースモジュール） 

ここでは、上記のようなディレクトリ構成でプログラミングを行います。 

 intra-martベースモジュールの場合  

 

 intra-martフレームワークの場合  
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Webアプリケーションの登録  

intra-martベースモジュールでは、%Appl ication Runtime%/conf/http.xmlというXMLファイルで定義し

ます（Servlet利用時のみ、JSP利用のみのときは必要ありません）。設定方法は、以下のようになりま

す。 

<http.xml> 

<resin> 

  <server> 

    <host> 

      <web-app id="/imart/tutorial/userXX" document-directory="imart/tutorial/userXX"/> 

    </host> 

  </server> 

</resin> 

 

<web-app>タグの属性 

id                      WebアプリケーションにアクセスするURL 

document-directory   Webアプリケーションのルートディレクトリ 

 

intra-martフレームワークでは、Webアプリケーションサーバのアセンブリツールを使用し、登録してくださ

い｡サンプルプログラムは、intra-martフレームワークインストール時に自動的に登録されます。 

Servletの作成 

Servletは、ServletAPIを使用して作成します。 

<HelloServlet.java> 

 1: // HelloServlet.java 

 2: package mod1;  

 3: import java.io.*; 

 4: import javax.servlet.*; 

 5:  

 6: public class HelloServlet extends GenericServlet { 

 7:  

 8:  public void service(ServletRequest req, ServletResponse res) 

 9:  throws ServletException, IOException { 

 10:  

 11:   res.setContentType("text/plain; charset=shift_JIS"); 

 12:  

 13:   PrintWriter out = res.getWriter(); 

 14:   out.println("Welcome Servlet Programming"); 

 15:   out.println("こんにちは、intra-martです。"); 

 16:  

 17:   out.close(); 

 18:  } 

 19:  

 20: } 
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 Servletのコンパイル 
Servletは、通常のJavaプログラムと同様にjavacコマンドでコンパイルします。通常、Servletプログラム

を実行するには、JDKの他にJSDKをインストールし、環境変数CLASSPATHにJSDK/servlet.jarファイ

ルを別途設定する必要があります。intra-mart内でServletプログラムを実行する際にはCLASSPATH

設定を行う必要はありませんが、この練習では、コンパイル（デバッグ）のために、このファイルをクラスパ

スに設定します。 

 

Servletの登録 

Servletを登録するには、XMLを使用します。登録ファイルは、以下のようになります。 

intra-mart/doc/imart/toutorial/userXX/WEB-INF/web.xml 

（下線の部分には、webアプリケーションの登録で設定したパスになります） 

 

作成したServletを/helloでマッピングするには、以下のようになります。 

<web.xml> 

 1: <web-app> 

 2:  <servlet> 

 3:   <servlet-name>HelloServlet</servlet-name> 

 4:   <servlet-class>mod1.HelloServlet</servlet-class> 

 5:  </servlet> 

 6:  <servlet-mapping> 

 7:   <servlet-name>HelloServlet</servlet-name> 

 8:   <url-pattern>/hello </url-pattern > 

 9:  </servlet-mapping> 

 10: </web-app> 

Servletの起動 

マッピングしたURLでServletを起動する場合は、以下のようにURLを指定します。 

http://サーバ名:ポート番号/imart/tutorial/userXX/hello 
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演習－１ 

以下のServletを使用して、Servletの登録・実行を行います。 

<WelcomeServlet.java> 

 1: // WellcomeServlet.java 

 2: package mod1; 

 3: import java.io.*; 

 4: import javax.servlet.*; 

 5:  

 6: public class WelcomeServlet extends GenericServlet { 

 7: public void service(ServletRequest req, ServletResponse res) 

 8:    throws ServletException, IOException { 

 9:  

 10:   res.setContentType("text/plain; charset=shift_JIS"); 

 11:  

 12:   PrintWriter out = res.getWriter(); 

 13:   out.println("Welcome intra-mart Programing!"); 

 14:   out.println("上級研修コースを開始します。"); 

 15:  

 16:   out.close(); 

 17:  } 

 18: } 

 Servletのソースは、intra-mart/doc/imart/WEB-INF/classes/mod1に保存されています。 

 演習手順  

 1 Servletを登録します。マッピングするURLは、/welcome です。 

 2 intra-martの再起動 

インストールガイド「8 起動と停止」に従い、intra-martを再起動させます。 

 3 ブラウザから以下のURLを指定 

http://サーバ名:ポート番号/imart/tutorial/user1/welcome 

 

 実行結果  
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演習-2 

演 習 -1 で 作 成 し た Servlet を 利 用 し 、 intra-mart の HTML フ ァ イ ル か ら Servlet を 呼 び 出 し ま す 。

hello.htmlファイルは、intra-mart/doc/imart/tutorial/userXX/ディレクトリに保存します。 

<hello.html> 

 1: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

 2:  

 3: <HTML> 

 4:  <HEAD> 

 5:   <TITLE>Hello intra-mart</TITLE> 

 6:  </HEAD> 

 7:  <BODY> 

 8:   <CENTER> 

 9:    サーブレットを呼び出します。<BR><BR> 

 10:    <A href="サーブレット起動URL">こちら</A> 

 11:    をクリックしてください。 

 12:   </CENTER> 

 13:  </BODY> 

 14: </HTML> 

 実行結果  
以下のようなページが表示されます。画面の「こちら」というリンクをクリックすると、WelcomeServletが

実行されます。 
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 2 JSPの概要 
JSP(JavaServer Pages)は、HTMLファイル内にJavaプログラムを埋め込むことにより、Web Server側

で動的なWebページを作成する開発手法です。そのため、Servletによる開発だけではむずかしかった

ユーザインタフェースの開発が行いやすく、柔軟性も向上します。 

JSPとServlet 

JSPでは、HTMLファイルにJSP独自の構成要素（JSPタグ、Javaプログラム等）を用い、Javaプログラム

を埋め込むことができます。Servletでは、JavaプログラムにHTMLのタグを埋め込みプログラムを作成

します。JSPとServletはサーバ側で動的なWebページを生成するという意味では同じですが、役割が

異なります。 

 

実際には、JSPとServletを組み合わせた開発となります。これにより、Servlet内にHTML生成のために

記述されていた煩雑な処理をJSPファイルに切り出して処理することができます。そのため、処理ロジッ

クとユーザインタフェースの分離が可能となり、メンテナンス性が向上します。 

 

 JSPとServletの連携に関しては、次項の「3 JSPとServletの連携」を参照してください。 

JSPプログラムの特徴 

JSPは、最初にプログラム実行要求が出された時点で、サーバ側で自動的にjavaファイルに変換され、

それがコンパイルされて実行されます。 

JSPの特徴を以下にまとめます。 

• JSP はサーバが実行するプログラムである 

• <% %>タグを用いることで、HTML の中に直接 Java プログラムを埋め込むことができる 

• CGI と異なり、プロセス起動のオーバーヘッドがない 

• Java の文法で記述でき、Java の利点を生かしたシステム構築が可能 
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JSPのライフサイクル 

Servletと同様に、JSP Servletにもライフサイクルがあり、この流れに沿ってプログラムが動作します。 

JSPのライフサイクルは、javax.servlet.jsp.JspPageインタフェースで提供されているメソッドと密接な関

係があります。ただし、一般的なServletと違い、JSPファイル作成者が直接javax.servlet.jsp.JspPage

インターフェースのメソッドを使用することはありません。 

 

JSPは、最初にアクセスされたとき、JSPコンテナによりJavaのソースコードに変換され、クラスファイルへと

コンパイルされ起動します。JSP Servletは起動されたとき１度だけJspInit()メソッドにより初期化されます。

ク ラ イ ア ン ト が jsp フ ァ イ ル に 対 し て リ ク エ ス ト す る と 、 _jspService() メ ソ ッ ド に よ っ て 応 答 し ま す 。

_jspService()メソッドはマルチスレッドで動作します。１度実行されたJSP Servletは、クライアントからのリ

クエストに応じたあと、そのままServletとしてServletコンテナ上に常駐し、クライアントから次のリクエスト

を待ちます。２回目以降のリクエストは、待機しているJSP Servletが応答します。また、続いて他のクライ

アントからリクエストがあると、待機しているServletがそのリクエストに応答します。これにより、Javaプロ

グラムへの変換・コンパイル・初期化処理が初回のみとなるため、効率よく動作します。 

ただし、Servlet同様スレッド・セーフなモデルではないため、変数などを共有する場合は、Servletと同

様に synchronizedで対処することが必要です。 

JSPプログラム実行の流れ 

1 リクエスト 

2 jspファイルからJavaプログラムへの変換 

3 Servletjavaファイルコンパイル 

4 Servletプログラムとして実行 

 

 JSPファイル作成者は、Javaプログラムを意識する必要はありません。JSP Servletは、Servletと同様にイン

スタンスとして動作します。 
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JSP実行手順 

それでは、実際にJSPによるプログラミングを体験してみましょう。intra-martでのJSPプログラム実行手

順は以下の通りです。 

 

HTMLファイルの作成 

通常のHTMLタグを記述します。 

<hello.html> 

 1: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

 2: <HTML> 

 3:  <HEAD> 

 4:   <TITLE>Hello intra-mart.</TITLE> 

 5:  </HEAD> 

 6:  

 7:  <BODY bgcolor="WhiteSmoke"> 

 8:  

 9:   <!--JSPタグ記述--> 

 10:  

 11:  </BODY> 

 12: </HTML> 

HTMLファイルにJSPの構成要素を記述 

作成されたHTMLファイルにJSPの構成要素を挿入します。 

<hello.jsp> 

 1: <%@ page contentType="text/html; charset=shift_JIS" %> 

 2:  

 3: <% 

 4:  String hello = "こんにちは、intra-martです。"; 

 5: %> 

 6: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

 7: <HTML> 

 8:  <HEAD> 

 9:   <META HTTP-EQUIV="Content-Type" 

 10:    CONTENT="text/html;CHARSET=SHIFT_JIS"> 

 11:   <TITLE>Hello intra-mart.</TITLE> 

 12:  </HEAD> 

 13:  

 14:  <BODY bgcolor="whitesmoke"> 

 15:   <%= hello %> 

 16:  </BODY> 

 17: </HTML> 
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サーバへJSPファイルを配置する 

JSP フ ァ イ ル は 、 %Appl ication Runtime%/WEB-INF デ ィ レ ク ト リ 以 外 に 保 存 し ま す 。 今 回

は、%Application Runtime%/doc/imart/tutorial/user1/jspディレクトリにhello.jspという名前で保存を

行ってください。ファイルの保存が完了した後にページ登録を行います。 

 

 JSPプログラムとしてページ登録を行う場合、形式設定で、「ページ[Servlet or JSP]」を選択します。パスの

指定方法は、%Appl ication Runtime%/doc/imartディレクトリからの相対パス指定で、拡張子ありとなりま

す。 

 ページURL   tutorial/userXX/jsp/hel lo.jsp 

intra-martのページ登録方法の詳細に関しましては、アドミニストレータガイドの第2章「7 アプリケーションの

登録」を参照してください。 

 

JSPファイルへアクセス 

ブラウザから先程登録したページをクリックしてJSPファイルへアクセスします。 
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基本的なJSPタグ 

HTMLファイルに基 本 的 なJSPタグを埋 め込 み、ファイルの拡 張 子 を「.jsp」にすることにより、動 的 な

Webページを生成することができます。 

コメント 

JSPファイルでは、Webブラウザに対し出力するHTMLファイルにコメントを記述することができます。 

コメントには出力コメントと、隠れたコメントの２種類を使用することができます。 

出力コメント 

  <!--コメント[<%=式%>]--> 

通 常 のHTMLのコメントで、クライアントに出 力 するコメントを記 述 しま

す。このコメントはWebブラウザでソースを表示することにより確認可能

です。また、Javaの式を記述することができ、Webブラウザによりページ

がロードされるときに動的に処理されます。 

隠れたコメント 

  <%--コメント--%> 

JSP独自のコメントで、クライアントに出力しないコメントを記述します。

Webブラウザ上に表示させたくないもの、JSPタグやHTMLタグのコメン

トアウトなどに使用します。 

宣言 

JSPファイル内のスクリプトで有効な変数やメソッドの宣言を記述します。インスタンス変数、static変数、

メソッド等を宣言できます。セミコロンを区切りとして、複数の宣言をすることが可能です。構文はJava

言語仕様に基づいたものでなければなりません。 

<%!宣言%> 

• 宣言はセミコロンで終了します。 

• JSP ファイル内で使用する前に変数、メソッドの宣言をできます。 

• Page ディレクティブでインポートしたパッケージで宣言してある変数、メソッドは宣言なしで使用すること

ができ、JSP ページ内のスクリプトで有効な Java の式を記述できます。 

式 

JSPファイル内のスクリプトで有効なJavaの式を記述します。Javaの式の結果はStringとして解釈され、

HTML生成時に解釈されます。 

<%=Javaの式%> 

• 式はセミコロンで終了はできません。 

• Java 言語仕様に従った構文をそのまま記述できます。 

スクリプトレット 

JSPページ内のスクリプトで有効なJavaのコードを記述します。 

<%Javaのコード%> 

• 宣言タグと同様に JSP ファイルで後で使用する変数やメソッドを宣言できます。 

• 定義済みオブジェクトや<jsp:useBean>タグで宣言したオブジェクトを使用することができます。 

• Java 言語仕様に従った構文をそのまま記述できます。 
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JSPプログラミング（セッション管理、DB操作、タグライブラリ） 
 

ページ間にまたがるデータの共有（セッション管理） 

intra-martベースモジュールを利用すると、複数ページ間でのデータ共有（セッション管理）が簡単に行

えます。ここでは、HTMLファイル（input.html）からデータを入力し、intra-martのAPIを通してサーバ側の

JSPファイル(set.jsp)でデータを保存、別のページ（hello.jsp）にデータを表示するというアプリケーション

を作成します。 

 

 hello.jspにリンクを追加  
前章で作成した、hello.jspファイルに以下のリンクを追加します。 

<%@ page contentType="text/html; charset=Windows-31J" pageEncoding="Windows-31J" %> 

<%@ page import="java.util.*" %> 

 

<% 

  

 String hello; 

 

 //セッション維持確認 

 if(request.isRequestedSessionIdValid()){ 

  //セッションが維持されていない場合 

  //例外処理記述 

  hello = "セッションが維持されていません。"; 

 }else{ 

  //セッションが維持されている場合 

  //通常処理記述 

  hello = "こんにちは、intra-martです。"; 

 } 

 

%> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE>Hello intra-mart.</TITLE> 

 </HEAD> 

 

 <BODY bgcolor="whitesmoke"> 

  <%= hello %><BR><BR> 

  <A href="input.html">名前の入力</A><BR><BR> 
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  <A href="staff.jsp">社員情報一覧</A><BR><BR> 

  <A href="staffins.html">社員情報登録</A><BR><BR> 

  <A href="stf_ndp.html">社員情報検索</A><BR><BR> 

  <A href="bean_sample.jsp">JavaBeansの利用</A><BR><BR> 

  <A href="staff/stf_ndp.html">MVCモデルサンプル</A> 

 </BODY> 

</HTML> 

 

<%@ page import="インポートするパッケージ名"> 

JSPプログラム内のスクリプトレット、式、宣言等で利用するパッケージをインポートします。Java言語

仕様のimportに相当します。JSPファイルがJavaプログラムに変換される際にデフォルトでインポート

されるパッケージは以下のとおりです。 

 ・ java.lang 

 ・ javax.servlet 

 ・ javax.servlet.http 

 ・ javax.servlet.jsp 

 hello.jsp画面イメージ 

 

 送信側HTMLファイル（input.html）の作成  
hello.jspファイルから呼び出される、input.htmlファイルです。FORMタグのaction属性でset.jspファイル

を呼び出して実行します。 

 1: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

 2: <HTML> 

 3:  <HEAD> 

 4:   <TITLE>Input form.</TITLE> 

 5:  </HEAD> 

 6:  <BODY bgcolor="WhiteSmoke"> 

 7:   <FORM method="POST" action="set.jsp"> 

 8:    名前を入力してください。<BR> 

 9:    <INPUT type="text" name="yourname"><BR> 

 10:    <INPUT type="submit" value=" OK "> 

 11:   </FORM> 

 12:  </BODY> 

 13: </HTML> 
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 input.html画面イメージ 

 

 データ保存用JSPファイル（set.jsp）の作成  
input.htmlファイルから呼び出される、set.jspファイルです。 

HTTPセッションを利用してセッション情報の入出力を行います。 

<%@ page import="javax.servlet.http.*" %> 

<% 

 String yourname = request.getParameter("yourname"); 

 HttpSession session1= (HttpSession)request.getSession(false);  

 session1.setAttribute("yourname", yourname); 

%> 

 保存データを取得するJSPファイル（hello.jsp）の編集  
set.jsp内で保存されたデータを取得するため、hello.jspを再度編集します。 

<%@ page import="javax.servlet.http.*" %> 

<% 

    String yourname = new String(); 

    if(request.isRequestedSessionIdValid()){ 

  HttpSession session = request.getSession(false); //Httpセッションオブジェクトの取得 

  yourname = (String)session.getAttribute("yourname"); //セッションに格納されているデータの取得 

    } 

    String hello = "こんにちは、" + yourname + "です。"; 

%> 
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 1 input画面でテキストに値を入力し、OKボタンをクリックします。 

 

 2 set.jsp画面が呼び出され、データが保存されます。 

 

 3 input.html 画面でテキストに入力した値が、hello.jsp画面で文字列データとして表示されます。 
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各クライアント情報の保持時間の制限（セッションタイムアウト値） 

intra-martでは、ここで述べたセッション管理情報やアクセスセキュリティ情報など各クライアントごと

の情報を一定時間Httpセッションに保持しています。デフォルト時間の設定は10分となっており、10

分以上クライアントからのアクセスがない場合には、再度ログインし直す必要があります。このデフォ

ルトの時間設定は、conf/http.xml（基本設定ファイル）で変更することができます。conf/http.xmlの

編集に関しては、設定ガイドを参照してください。 

 

セッションデータへのアクセスができなくなる条件 

 １． セッションがタイムアウトとなった場合 

 ２． ログアウト（Logout ボタンをクリック）した場合 

 ３． セッション情報を保持しているサーバが停止した場合 

となります。このような状況によりセッションが切断されるまでは、Httpセッションにて保存情報が管理

されます。また、セッションが消滅するまで保存情報がHttpセッションにて管理されることから、不要に

なった情報は明示的に削除（removeメソッドにより削除可能）することで、メモリの効率的な利用が

可能となり、Application Runtimeのリソース負荷を軽減することができます。 

セッション維持の仕組  

ページ間にまたがる状況共有を行うためには、HttpSessionを利用します。セッションフェイルオーバー

に関しては、設定ガイド（configration_guide_http_v410.pdf）を参照してください。 

DB操作 

ここではintra-martでJSPプログラミングを行う際のデータベースアクセス方法について学習します。 

 DBからのデータ取得（一覧表示） 
本章では、JSPでのデータベースアクセスを学習します。 

intra-martが用意しているクラスやメソッドの中から、データベースアクセスのためのクラスおよびメソッド

を利用して、intra-martが接続しているデータベースからデータを取得します。 

前章の手順に従って、サーバ側で動的に生成されるページを作成していきます。 

利用するテーブルは、社員マスタテーブル（m_sample_stf）です。 

 

 

ここでサンプルとして利用する社員マスタテーブル（m_sample_stf）は、intra-martをインストールした

後、サンプルデータ登録画面より作成することができます。 



2 JSPの概要 

プログラミングガイド － J2EE開発モデル編 33 

 

 

hel lo.jspに、配置されている「社員情報一覧」というリンクをクリックすると、hello.jspから、staff.jspに画

面遷移します。 

 

hello.jspリンク 

<A href="staff.jsp">社員情報一覧</A> 

staff.jspでは、DB接続及び社員マスタテーブルからのデータ取得を行い一覧形式で表示します。 

 hello.jsp画面イメージ 

 

 staff.jsp画面イメージ 
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＜staff.jsp(タグライブラリ未使用)＞ 

<%@ taglib uri="http://www.intra-mart.co.jp/taglib/core/standard" prefix="imtag" %> 

<%@ page contentType="text/html; charset=Shift_JIS" pageEncoding="Windows-31J" %> 

<%@ page import="jp.co.intra_mart.foundation.database.DatabaseManager" %> 

<%@ page import="java.sql.*" %> 

<% 

 Connection con = null; 

 Statement stmt = null; 

 ResultSet result = null; 

 try { 

  // DBコネクション取得 

  DatabaseManager manager = DatabaseManager.getInstance(); 

  con = manager.getLoginGroupConnection("default"); 

  stmt = con.createStatement(); 

  // SELECT文発行 

  result = stmt.executeQuery("SELECT * FROM m_sample_stf ORDER BY staff_cd"); 

%> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE>Staff list.</TITLE> 

  <SCRIPT language="JavaScript"> 

   function setData(stf_cd){ 

    document.frmStaff.staff_cd.value=stf_cd; 

    document.frmStaff.submit(); 

   } 

  </SCRIPT> 

 </HEAD> 

 <BODY bgcolor="WhiteSmoke"> 

  <FORM name="frmStaff" action="staffupd.jsp"> 

   <TABLE border="1"> 

    <TR> 

     <TD bgcolor="#CCFFCC"><B>staff_cd</B></TD> 

     <TD bgcolor="#CCFFCC"><B>staff_name</B></TD> 

     <TD bgcolor="#CCFFCC"><B>staff_kana</B></TD> 

     <TD bgcolor="#CCFFCC"><B>staff_name</B></TD> 

    </TR> 

    <% 

     while (result.next()) { 

    %> 

     <TR> 

      <TD> 

       <A href="javascript:setData('<%= result.getString("staff_c

d") %>');"><%= result.getString("staff_cd") %></A> 

      </TD> 

      <TD><%= result.getString("stf_name_kanji") %></TD> 

      <TD><%= result.getString("stf_name_kana") %></TD> 

      <TD><%= result.getString("stf_name_eng") %></TD> 

     </TR> 

    <% 

     } 

    %> 

   </TABLE> 

   <INPUT type="hidden" name="staff_cd" value=""> 

  </FORM> 

  <BR> 

  <A href="staffins.html">社員情報登録</A> 

 </BODY> 

</HTML> 

<% 
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 } catch(Exception e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } finally { 

  try { 

   if (result != null) { 

    result.close(); 

   } 

   if (stmt != null) { 

    stmt.close(); 

   } 

   if (con != null) { 

    con.close(); 

   } 

  } catch(Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

%>  

タグライブラリ（Repeat） 

前回作成したstaff.jspを改造し、タグライブラリ（imtag:Repeat）を利用してデータの一覧表示を実現

します。 

＜staff.jsp(タグライブラリ利用)＞ 

<%@ taglib uri="http://www.intra-mart.co.jp/taglib/core/standard" prefix="imtag" %> 

<%@ page contentType="text/html; charset=Windows-31J" pageEncoding="Windows-31J" %> 

<%@ page import="jp.co.intra_mart.foundation.database.*" %> 

<%@ page import="java.util.*" %> 

<% 
 //DBコネクション取得 
 DbManager dbm = new DbManager("DEFAULT"); 
 DbsConnection connect = dbm.getConnection(); 
 
 //SELECT文発行 
 List list = connect.select("SELECT * FROM m_sample_stf ORDER BY staff_cd"); 
 //Vector list = new Vector(connect.select("SELECT * FROM m_sample_stf ORDER BY staff_cd")); 
 
 //DBコネクション開放 
 connect.release(); 
 
// Iterator view = list.iterator(); 
// Map map; 
%> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>Staff list.</TITLE> 
  <SCRIPT language="JavaScript"> 
   function setData(stf_cd){ 
    document.frmStaff.staff_cd.value=stf_cd; 
    document.frmStaff.submit(); 
   } 
  </SCRIPT> 
 </HEAD> 
 
 <BODY bgcolor="WhiteSmoke"> 
  <FORM name="frmStaff" action="staffupd.jsp"> 

   <TABLE border="1"> 
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    <TR> 
     <TD bgcolor="#CCFFCC"><B>staff_cd</B></TD> 
     <TD bgcolor="#CCFFCC"><B>staff_name</B></TD> 
     <TD bgcolor="#CCFFCC"><B>staff_kana</B></TD> 
     <TD bgcolor="#CCFFCC"><B>staff_name</B></TD> 
    </TR> 
    <imtag:Repeat list="<%=list%>" item="record"> 

     <TR> 

      <TD> 

       <A href="javascript:setData('<%= ((Map)record).get("staff_

cd") %>');"><%= ((Map)record).get("staff_cd") %></A> 

      </TD> 

      <TD><%= ((Map)record).get("stf_name_kanji") %></TD> 

      <TD><%= ((Map)record).get("stf_name_kana") %></TD> 

      <TD><%= ((Map)record).get("stf_name_eng") %></TD> 

     </TR> 

    </imtag:Repeat> 

   </TABLE> 

 

   <INPUT type="hidden" name="staff_cd" value=""> 

 

  </FORM> 

  <BR> 

  <A href="staffins.html">社員情報登録</A> 

 </BODY> 

</HTML> 

 

 

intra-mart/J2EEベース開発におけるDB操作の基本 

intra-martでは、システム設定/データベース画面にて起動時に接続するデータベースの情報を設 

定しています。 

ページベース開発では、DB接続を意識したコーディングは必要ありませんが、J2EEベース開発におい 

ては、DB処理を開始する前にコネクションを取得する必要があります。 

------ staff.jsp ----- 

<%@ page import="jp.co. intra-mart.foundation.*" %> 

DatabaseManager manager = DatabaseManager.getInstance(); 

con = manager.getLoginGroupConnection("default"); 

stmt = con.createStatement(); 

------------------------ 

DatabaseManagerクラスは、intra-martに登録されているデータベース接続情報を扱うクラスです。 

DatabaseManager#getLoginGroupConnection()にintra-martに設 定 されているログイングループ

IDを与えることにより 

ログイングループにマッピングされたデータベースコネクション（java.sql .Connection）を取得すること

ができます。 

java.sql .Connectionのインスタンスを使用して任意のSQLを発行し、データベースからの 

データ取得・登録・更新・削除などを行ってください。 

DatabaseManagerクラスの詳細については、intra-mart APIリストを、java.sql.Connectionの詳細に

ついてはJava 2 SDK, Standard Edition のAPIリストを参照してください。 
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while 

データベースから取得したデータを画面に一覧表示するためにループ文により取得全件を処理しま

す。Javaプログラムでは、ループ処理をするステートメントとして、while文の他にfor文やdo文がありま

す。 

 DBへのデータ登録  
データの参照ができるようになりましたので、データを追加登録するページを作成します。 

 

 

hello.jspに、配置されている「社員情報登録」というリンクをクリックすると、hello.jspから、staffins.htmlに

画面遷移します。 

 hello.jspリンク 

<A href="staffins.html">社員情報登録</A> 

 hello.jsp画面イメージ 
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 データ登録（staffins.html）画面イメージ 

 

<staffins.html> 

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

  <HTML> 

   <HEAD> 

    <TITLE>Set staff info.</TITLE> 

   </HEAD> 

   <BODY> 

    データを入力して、ボタンをクリックしてください。<BR> 

    <FORM method="POST" action="insert.jsp"> 

     staff code 

     <INPUT type="text" name="staff_code"><BR> 

     staff name 

     <INPUT type="text" name="staff_name"><BR><BR> 

     <INPUT type="submit" value=" 登録 "> 

    </FORM> 

   </BODY> 

  </HTML> 

登録の[submit]ボタンがクリックされ、フォーム情報が送信されるとinsert.jspに画面遷移します。 

 データ登録（insert.jsp）画面イメージ 

 

 

クライアント上のブラウザから送られてきたデータをサーバ上のJSPでデータベースに反映させるための

JSPを記述します。 

ファイル名はinsert.jspで、次の２つのことを行います。 

• クライアントからのリクエストデータの参照 

• データベースへの追加 

データベースへのトランザクション処理はDatabaseManagerを利用します。 

beginTransaction トランザクション開始の宣言 

commit/rol lback 登録したデータのコミット/ロールバック 
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<insert.jsp> 

<%@ page contentType="text/html; charset=Shift_JIS" pageEncoding="Windows-31J" %> 

<%@ page import="jp.co.intra_mart.foundation.database.DatabaseManager" %> 

<%@ page import="java.sql.*" %> 

<% 

 String msg = new String("Insert Success."); 

 DatabaseManager manager = null; 

 Connection con = null; 

 PreparedStatement stmt = null; 

 try{ 

  //SQLの定義 

  String sql = "INSERT INTO m_sample_stf(staff_cd, stf_name_eng) VALUES(?, ?)"; 

  //DBコネクション取得 

  manager = DatabaseManager.getInstance(); 

  con = manager.getLoginGroupConnection("default"); 

  //登録データ定義 

  stmt = con.prepareStatement(sql); 

  stmt.setString(1, request.getParameter("staff_code")); 

  stmt.setString(2, request.getParameter("staff_name")); 

  //トランザクション開始 

  manager.beginTransaction(); 

  //データ登録 

  stmt.executeUpdate(); 

  //トランザクション確定 

  manager.commit(); 

 }catch(Exception e){ 

  //エラー発生 

  try { 

   manager.rollback(); 

  } catch (Exception e2) { 

   e2.printStackTrace(); 

  } 

  msg = "Insert Failed."; 

 }finally{ 

  try { 

   if (stmt != null) { 

    stmt.close(); 

   } 

   if (con != null) { 

    con.close(); 

   } 

  } catch(Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

%> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

  <HEAD> 

   <TITLE>Staff list.</TITLE> 

  </HEAD> 

  <BODY bgcolor="whitesmoke"> 

   <%= msg %><BR> 

   <A href="staff.jsp">社員情報一覧</A> 

  </BODY> 

</HTML> 
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 DBへのデータ更新・削除  
次にデータベースへの更新/削除を行います。 

staff.jspに、配置されている社員コードのリンクをクリックすると、staff.jspから、staffupd.jspに画面遷移

します。 

  hello.jsp画面イメージ 

 

  staff.jsp画面イメージ 

 

 

<staff.jsp> 

 1: <SCRIPT language="JavaScript"> 

 2:  function setData(stf_cd){ 

 3:   document.frmStaff.staff_cd.value=stf_cd;  

 4:   document.frmStaff.submit(); 

 5:  } 

 6: </SCRIPT> 

 

----- 略 ----- 

 

 7: <BODY bgcolor="WhiteSmoke"> 

 8:  <FORM name="frmStaff" action="staffupd.jsp"> 

 9:  <TABLE border="1"> 

 

----- 略 ----- 

 

 10:   <% 

 11:   while(view.hasNext()){ 
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 12:   map = (Map)view.next(); 

 13:   %> 

 14:   <TR> 

 15:    <TD> 

 16:     <A href="javascript:setData 

 17:       ('<%= map.get("staff_cd") %>');"> 

 18:      <%= map.get("staff_cd") %> 

 19:     </A> 

 20:    </TD> 

 21:    <TD><%= map.get("stf_name_kanji") %></TD> 

 22:    <TD><%= map.get("stf_name_kana") %></TD> 

 23:    <TD><%= map.get("stf_name_eng") %></TD> 

 24:   </TR> 

 25:  </TABLE> 

 26:  <INPUT type="hidden" name="staff_cd" value=""> 

 27:  </FORM> 

 28: </BODY> 

 29: </HTML> 

 プログラムの流れ 

 1 社員情報一覧画面（staff.jsp）中の、社員コードリンクがクリックされる｡ 

 2 CSJS（Client Side JavaScript）で定義された関数（setData）がコールされ、クリックされたデータの

社員コード値を取得｡ 

 3 フォーム上の hidden タグに選択されたデータの社員コード値を格納｡ 

 4 フォーム情報を submit し、更新削除画面（staffupd.jsp）へ画面遷移｡ 

 staffupd.jsp画面イメージ 

 

 

 <staffupd.jsp> 

<%@ page contentType="text/html; charset=Shift_JIS" pageEncoding="Windows-31J" %> 

<%@ page import="jp.co.intra_mart.foundation.database.DatabaseManager" %> 

<%@ page import="java.sql.*" %> 

<% 

 DatabaseManager manager = null; 
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 Connection con = null; 

 PreparedStatement stmt = null; 

 ResultSet result = null; 

 try{ 

  //SQLの定義 

  String sql = "SELECT * FROM m_sample_stf WHERE staff_cd = ?"; 

 

  //DBコネクション取得 

  manager = DatabaseManager.getInstance(); 

  con = manager.getLoginGroupConnection("default"); 

 

  //取得データ定義 

  stmt = con.prepareStatement(sql); 

  stmt.setString(1, request.getParameter("staff_cd")); 

 

  //データ取得 

  result = stmt.executeQuery(); 

  result.next(); 

%> 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE>Set staff info.</TITLE> 

 </HEAD> 

 <BODY bgcolor="WhiteSmoke"> 

  データを入力して、ボタンをクリックしてください。<BR> 

  <FORM method="POST" action="update.jsp"> 

   <TABLE> 

    <TR> 

     <TD>staff code</TD> 

     <TD><%= result.getString("staff_cd") %></TD> 

    </TR> 

    <TR> 

     <TD>staff name</TD> 

     <TD><INPUT type="text" name="staff_name" value="<%= result.getStrin

g("stf_name_kanji") %>"></TD> 

    </TR> 

    <TR> 

     <TD>staff kana</TD> 

     <TD><INPUT type="text" name="staff_kana" value="<%= result.getStrin

g("stf_name_kana") %>"></TD> 

    </TR> 

    <TR> 

     <TD>staff eng</TD> 

     <TD><INPUT type="text" name="staff_eng" value="<%= result.getString

("stf_name_eng") %>"></TD> 

    </TR> 

   </TABLE> 

   <BR> 

   <INPUT type="submit" value=" 更新 "> 

   <INPUT type="hidden" name="stf_cd" value="<%= result.getString("staff_cd") %>"> 

  </FORM> 

 

  <FORM method="POST" action="delete.jsp"> 

   <INPUT type="hidden" name="stf_cd" value="<%= result.getString("staff_cd") %>"> 

   <INPUT type="submit" value=" 削除 "> 

  </FORM> 

 

 </BODY> 

</HTML> 

<% 
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 } catch(Exception e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } finally { 

  try { 

   if (result != null) { 

    result.close(); 

   } 

   if (stmt != null) { 

    stmt.close(); 

   } 

   if (con != null) { 

    con.close(); 

   } 

  } catch(Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

%> 

 演習課題  
staffupd.jsp( 更 新 ・ 削 除 ) 画 面 で 、 更 新 ・ 削 除 ボ タ ン を ク リ ッ ク し た と き に コ ー ル さ れ る 更 新

（update.jsp）画面、削除（delete.jsp）画面を作成します。 

 実行結果  
staffupd.jsp画面イメージ 

 

update.jsp画面イメージ 

 

 

delete.jsp画面イメージ 
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カレンダー画面の作成（タグライブラリ利用） 

intra-martベースモジュール/フレームワークで提供される、タグライブラリを利用してカレンダーを表示

する画面を作成します。 

 

＜カレンダー画面（calendar.jsp）イメージ＞ 

＜カレンダー画面（calendar.jsp）の作成＞ 

 <%@ page contentType="text/html; charset=shift_JIS" %> 

<%@ page import="java.util.*" %> 

<%@ taglib prefix="imart" uri="http://www.intra-mart.co.jp/taglib/core/standard" %> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=SHIFT_JIS"> 

  <TITLE>Calendar</TITLE> 

 </HEAD> 

 <BODY bgcolor="whitesmoke"> 

  <CENTER> 

   <B>カレンダー</B> 

   <BR><BR> 

   <TABLE border="1" width="300" height="100"> 

   <TR> 

   <TD> 

   <imart:calendar year="2005" month="1" 

   group="default" format="standard" /> 

   </TD> 

   </TR> 

   </TABLE> 

  </CENTER> 

 </BODY> 

</HTML> 
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intra-martタグライブラリ（calendar）利用の際の注意点 

intra-martタグライブラリで提供される、<imart:calendar> タグを利用する際、format属性を指定 

することにより、表示されるカレンダーのフォーマットを選択することが可能となります。 

----------------------------- 

standard 標準形式 

compact 標準形式の簡易機能版 

horizontal 横１行形式 

vertical 縦１行形式 

----------------------------- 

format属性が無指定の場合、標準形式(standard)のカレンダーが表示されるのですが、今回の研 

修のようにhttp.xml内でWebアプリケーションの登録を別途定義し、tutorial/Web-INFディレクトリ内 

でweb.xml を定義している場合、カレンダー画面の各画像ファイルを表示させるために%Web 

Server Connector%/img フォルダを、<imart:calendar> タグを利用しているプログラム 

(calendar.jsp)保存ディレクトリ内にコピーする必要があります。 

standardではなくcompactを利用する場合、カレンダーを表示する際に画像ファイルを利用してい 

ないため、この作業は不要です。 

 

タグライブラリ 

上記以外に表示のタグライブラリ以外に 

  <imart:repeat>タグ データの一覧表示 

  <imart:select>タグ 動的なデータが表示されたコンボボックス 

  <imart:condition>タグ タグに挟まれた部分の実行の条件分岐 

  <imart:decision>タグ タグに挟まれた部分の実行の条件分岐 

  <imart: imartDateFormat>タグ タグの指定された場所に、指定された日付データを文字列とし

て挿入 

  <imart: imartEvent>タグ ブラウザ上で動作するイベント処理ロジックを設定 

  <imart: imartNumberFormat>タグ タグの指定された場所に、指定された数値データを文字列

として挿入 

  <imart: loop>タグ 処理の繰り返し 

 

詳細はAPIリストをご確認ください。 
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 3 JSPとServletとの連携 
ここでは、JSPからServletを呼び出す方法について学習します。Servletに画面の遷移先を制御する機

能を盛り込みます。ServletとJSPを連携するためには、javax.servlet.RequestDispatcherインターフェ

ースを使用します。このRequestDispatcherのオブジェクトを獲得するには、ServletRequestインターフェ

ースのgetRequestDispatcher()メソッドを使用します。 

RequestDispatcher getRequestDispatcher(string path) 

RequestDispatcherの実装オブジェクトを獲得します。引数のpathは、ServletやJSPのURLを指定しま

す。 

RequestDispatcherインターフェースで使用できるメソッドは、以下になります。 

void forward(ServletRequest request,ServletResponse response) throws ServletException,I

OException 

     ：処理結果を他のServletやJSPへフォワードする。 

void include(ServletRequest request,ServletResponse response) throws ServletException,I

OException 

     ：他のServletやJSPの処理結果を動的に取り込む。 

 

<RequestDispatcher使用例> 

 

 1: Void service(ServletRequest req,ServletResponse res) 

                  Throws ServletException,IOException{ 

 3:   : 

 4:   : 

 5:  RequestDispatcher dispatch = req.getRequestDispatcher(“ URL ”); 

 6:  dispatch.forward(req,res); 

 7:   : 

 8:   : 

 9: } 
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社員情報検索・更新画面作成 

RequestDispatcherを使用して、ServletとJSPの連携を行う例です。 

本章では、社員情報の検索・更新画面を作成します。 

 

 1 hello.jspに、社員情報検索画面へのリンクを追加します。 

リンクをクリックすると、stf_ndp.html(社 員 情 報 検 索 画 面 フレーム定 義 )が呼 び出 され、検 索 画 面

(stf_head.jsp)・詳細画面(stf_body.jsp)が各フレームに表示されます。 

<A href="stf_ndp.html">社員情報検索</A> 

 

 2 社員情報検索・詳細画面 
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 3 詳細画面で更新ボタンをクリックし、クライアントからServlet(StaffServlet)にPOSTオペレーション

でリクエストされると、JSP（stfupd.jsp）が呼び出され、社員マスタデータが更新されます。 

 

 

プログラム作成手順  

 1 hello.jspにstf_ndp.htmlへのリンクを追加します。 

 2 stf_ndp.htmlでフレームを上下に分割し、上フレームに社員情報検索画面(stf_head.jsp)を、下フレ

ームに社員情報詳細画面(stf_body.jsp)を配置します。 

 3 JSPプログラムを作成します。 

stf_head.jspファイルと、stf_body.jspファイルを作成。 

 4 社員情報詳細画面で更新ボタンがクリックされたときに呼び出される、StaffServlet.javaファイル

を作成します。 

 5 StaffServletをServletとして、intra-mart/doc/imart/WEB-INF/web.xmlに登録します。 

 6 StaffServletから呼び出されるstfupd.jspファイルを作成します。 



3 JSPとServletとの連携 

プログラミングガイド － J2EE開発モデル編 49 

 

hello.jspにリンクを追加 

<hello.jsp> 

 1: <%@ page contentType="text/html; charset=shift_JIS" %> 

 2: <%@ page import="java.util.*" %> 

 3: <% 

 4:  String hello = "こんにちは、intra-martです。"; 

 5: %> 

 6: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

 7: <HTML> 

 8:  <HEAD> 

 9:   <META HTTP-EQUIV="Content-Type" 

 10:    CONTENT="text/html;CHARSET=SHIFT_JIS"> 

 11:   <TITLE>Hello intra-mart.</TITLE> 

 12:  </HEAD>  

 13:  <BODY bgcolor="whitesmoke"> 

 14:   <%= hello %><BR><BR> 

 15:   <A href="input.html">名前の入力</A><BR><BR> 

 16:   <A href="staff.jsp">社員情報一覧</A><BR><BR> 

 17:   <A href="staffins.html">社員情報登録</A><BR><BR> 

 18:   <A href="stf_ndp.html">社員情報検索</A> 

 19:  </BODY> 

 20: </HTML> 

 

stf_ndp.htmlでのフレーム定義  

<stf_ndp.html> 

 1: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

 2: <HTML> 

 3:  <HEAD> 

 4:   <TITLE>社員マスタメンテ</TITLE> 

 5:  </HEAD> 

 6:  

 7:  <FRAMESET ROWS="180,*"> 

 8:   <FRAME name="mmtMain" src="stf_head.jsp"> 

 9:   <FRAME name="mmtBody" src="stf_body.jsp"> 

 10:  </FRAMESET> 

 11:  

 12: </HTML> 
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JSPプログラムの作成 

<stf_head.jsp> 

 <%@ page contentType="text/html; charset=Shift_JIS" pageEncoding="Windows-31J" %> 

<%@ page import="jp.co.intra_mart.foundation.database.DatabaseManager" %> 

<%@ page import="java.sql.*" %> 

<% 

 Connection con = null; 

 Statement stmt = null; 

 ResultSet result = null; 

 try { 

  // DBコネクション取得 

  DatabaseManager manager = DatabaseManager.getInstance(); 

  con = manager.getLoginGroupConnection("default"); 

  stmt = con.createStatement(); 

 

  // SELECT文発行 

  result = stmt.executeQuery("SELECT * FROM m_sample_stf ORDER BY staff_cd"); 

%> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE>Staff list.</TITLE> 

  <SCRIPT language="JavaScript"> 

   function setData(stf_cd){ 

    //var idx = document.frmStaff.staff_cd.selectedIndex; 

    //document.frmStaff.stf_cd.value=document.frmStaff.staff_cd[idx].value; 

    document.frmStaff.submit(); 

   } 

  </SCRIPT> 

 </HEAD> 

 

 <BODY bgcolor="WhiteSmoke" onLoad="document.frmStaff.submit();"> 

  <FORM name="frmStaff" target="mmtBody" action="stf_body.jsp"> 

   <CENTER> 

    社員情報検索画面<BR><BR> 

    <TABLE border="1"> 

     <TR> 

      <TD bgcolor="#CCCCFF"><B>staff_cd</B></TD> 

     </TR> 

     <TR> 

      <TD> 

       <SELECT name="staff_cd" onChange="setData();"> 

       <% 

       while(result.next()){ 

       %> 

        <OPTION VALUE=<%= result.getString("staff_cd") %>><%=

 result.getString("stf_name_kanji") %></OPTION> 

       <% 

       } 

       %> 

       </SELECT> 

      </TD> 

     </TR> 

    </TABLE> 

    <BR> 

    <INPUT type="submit" value="最新の情報"> 

   </CENTER> 
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   <!--INPUT type="hidden" name="stf_cd" value=""--> 

  </FORM> 

 </BODY> 

</HTML> 

<% 

 } catch(Exception e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } finally { 

  try { 

   if (result != null) { 

    result.close(); 

   } 

   if (stmt != null) { 

    stmt.close(); 

   } 

   if (con != null) { 

    con.close(); 

   } 

  } catch(Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

%> 

 

<stf_body.jsp> 

<%@ page contentType="text/html; charset=Shift_JIS" pageEncoding="Windows-31J" %> 

<%@ page import="jp.co.intra_mart.foundation.database.DatabaseManager" %> 

<%@ page import="java.sql.*" %> 

<% 

 DatabaseManager manager = null; 

 Connection con = null; 

 PreparedStatement stmt = null; 

 ResultSet result = null; 

 try{ 

  //SQLの定義 

  String sql = "SELECT * FROM m_sample_stf WHERE staff_cd = ?"; 

 

  //DBコネクション取得 

  manager = DatabaseManager.getInstance(); 

  con = manager.getLoginGroupConnection("default"); 

 

  //取得データ定義 

  stmt = con.prepareStatement(sql); 

  stmt.setString(1, request.getParameter("staff_cd")); 

 

  //データ取得 

  result = stmt.executeQuery(); 

  result.next(); 

%> 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE>Set staff info.</TITLE> 

 </HEAD> 

 <BODY bgcolor="WhiteSmoke"> 

  <CENTER> 

   社員情報詳細画面<BR><BR> 

   <FORM method="POST" action="/imart/tutorial/user1/staff"> 

    <TABLE border="1"> 



第２章 サーバサイドJavaプログラミングの基礎 

52 intra-martベースモジュール/フレームワーク 

     <TR> 

      <TD bgcolor="#CCCCFF"><B>staff code</B></TD> 

      <TD><%= ("staff_cd") %></TD> 

     </TR> 

     <TR> 

      <TD bgcolor="#CCCCFF"><B>staff name</B></TD> 

      <TD><INPUT type="text" name="staff_name" value="<%= result.getS

tring("stf_name_kanji") %>"></TD> 

     </TR> 

     <TR> 

      <TD bgcolor="#CCCCFF"><B>staff kana</B></TD> 

      <TD><INPUT type="text" name="staff_kana" value="<%= result.getS

tring("stf_name_kana") %>"></TD> 

     </TR> 

     <TR> 

      <TD bgcolor="#CCCCFF"><B>staff eng</B></TD> 

      <TD><INPUT type="text" name="staff_eng" value="<%= result.getSt

ring("stf_name_eng") %>"></TD> 

     </TR> 

    </TABLE> 

    <BR> 

    <INPUT type="submit" value=" 更新 "> 

    <INPUT type="hidden" name="stf_cd" value="<%= result.getString("staff_cd

") %>"> 

   </FORM> 

  </CENTER> 

 </BODY> 

</HTML> 

<% 

 } catch(Exception e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } finally { 

  try { 

   if (result != null) { 

    result.close(); 

   } 

   if (stmt != null) { 

    stmt.close(); 

   } 

   if (con != null) { 

    con.close(); 

   } 

  } catch(Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

%> 

StaffServlet.javaファイルの作成 

リクエスト時の画面遷移先を制御するServletです。 

<StaffServlet.java> 

 1: // StaffServlet.java 

 2: package mod6;  

 3: import java.io.*; 

 4: import javax.servlet.*; 

 5: import javax.servlet.http.*;  
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 6: public class StaffServlet extends HttpServlet {  

 7:  public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) 

 8:    throws ServletException, IOException {  

 9:   RequestDispatcher dispatch  

 10:   = req.getRequestDispatcher("/jsp/stfupd.jsp");  

 11:   dispatch.forward(req,res); 

 12:  } 

 13: } 

 

web.xmlにServletを登録  

intra-mart/doc/imart/WEB-INF/web.xmlに作成したServlet(StaffServlet)を登録します。 

<web.xml> 

 1: <web-app> 

 2:  <servlet> 

 3:   <servlet-name>StaffServlet</servlet-name> 

 4:   <servlet-class>mod6.StaffServlet</servlet-class> 

 5:  </servlet> 

 6:  <servlet-mapping> 

 7:   <servlet-name>StaffServlet</servlet-name> 

 8:   <url-pattern>/staff</url-pattern> 

 9:  </servlet-mapping> 

 10: </web-app> 

stfupd.jspファイルの作成  

<stfupd.jsp> 

<%@ page contentType="text/html; charset=Shift_JIS" pageEncoding="Windows-31J" %> 

<%@ page import="jp.co.intra_mart.foundation.database.DatabaseManager" %> 

<%@ page import="java.sql.*" %> 

<% 

 DatabaseManager manager = null; 

 Connection con = null; 

 PreparedStatement stmt = null; 

 ResultSet result = null; 

 try{ 

  //SQLの定義 

  String sql = "SELECT * FROM m_sample_stf WHERE staff_cd = ?"; 

  //DBコネクション取得 

  manager = DatabaseManager.getInstance(); 

  con = manager.getLoginGroupConnection("default"); 

  //取得データ定義 

  stmt = con.prepareStatement(sql); 

  stmt.setString(1, request.getParameter("staff_cd")); 

  //データ取得 

  result = stmt.executeQuery(); 

  result.next(); 

%> 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE>Set staff info.</TITLE> 

 </HEAD> 

 <BODY bgcolor="WhiteSmoke"> 

  データを入力して、ボタンをクリックしてください。<BR> 
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  <FORM method="POST" action="update.jsp"> 

   <TABLE> 

    <TR> 

     <TD>staff code</TD> 

     <TD><%= result.getString("staff_cd") %></TD> 

    </TR> 

    <TR> 

     <TD>staff name</TD> 

     <TD><INPUT type="text" name="staff_name" value="<%= result.getStrin

g("stf_name_kanji") %>"></TD> 

    </TR> 

    <TR> 

     <TD>staff kana</TD> 

     <TD><INPUT type="text" name="staff_kana" value="<%= result.getStrin

g("stf_name_kana") %>"></TD> 

    </TR> 

    <TR> 

     <TD>staff eng</TD> 

     <TD><INPUT type="text" name="staff_eng" value="<%= result.getString

("stf_name_eng") %>"></TD> 

    </TR> 

   </TABLE> 

   <BR> 

   <INPUT type="submit" value=" 更新 "> 

   <INPUT type="hidden" name="stf_cd" value="<%= result.getString("staff_cd") %>"> 

  </FORM> 

  <FORM method="POST" action="delete.jsp"> 

   <INPUT type="hidden" name="stf_cd" value="<%= result.getString("staff_cd") %>"> 

   <INPUT type="submit" value=" 削除 "> 

  </FORM> 

 </BODY> 

</HTML> 

<% 

 } catch(Exception e) { 

  e.printStackTrace(); 

 } finally { 

  try { 

   if (result != null) { 

    result.close(); 

   } 

   if (stmt != null) { 

    stmt.close(); 

   } 

   if (con != null) { 

    con.close(); 

   } 

  } catch(Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 } 

%> 
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プログラムの流れ 

 

 ① 検索画面初期表示  

 

 

 ② 社員データ更新  
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JavaBeans 

ここでは、JavaBeansについて説明します。 

JavaBeans概要  

JavaBeansは、移植性のある、プラットフォームに依存しない、Java言語で書かれたコンポーネント・モデ

ルです。JavaBeansの開発者は、このアーキテクチャを使うことによって、再利用可能なコンポーネントを

Java言語で作成することができます。JavaBeanの各ソフトウェア部品（コンポーネント）をBeanと呼びま

す。JavaのクラスをBeanとするためには、いくつかの規則があります。 

• public 指定のクラスとする 

• public 指定の引数なしのコンストラクタ定義 

• パッケージ化をする 

• Bean は、コンポーネントとしてパッケージ化することが推奨されます。 

• クラスをシリアライズ可能とする 

• クラスがシリアライズ可能であることで、Bean の状態を保持することが可能になります。 

<クラス定義例> 

package beans; 

public class StringBean implements Serializable{ 

  : 

  public StringBean(){ 

   : 

  } 

  : 

} 

• setter メソッド/getter メソッドを用意する 

クラスの属性値にアクセスするためのメソッドを定義する。 

<setterメソッド/getterメソッドの例> 

private int width; 

 : 

 public void setWidth(int width){ 

  this.width = width; 

} 

 public int getWidth(){ 

  return this.width; 

} 

 

 メソッド名 = set + 変数名(1文字目を大文字にする) 
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JavaBeansの利用 

JSPでは、式やスクリプトレット等を使用し、Servletと同等のコードを記述することもできます。しかし、JSP

の本来の目的はWebのフロント・エンドと内部ロジックを分離し、大規模なシステムを開発する上での

役割を明確にすることです。そのため、JSPには業務ロジックを極力実装しないことが後々のメンテナン

スビリティを向 上 させることにつながります。そこで、Javaプログラマが行 うべき ロジックの記 述 を

JavaBeansにより行い、JSPからは<jsp:useBean>タグにより呼び出すことで、表示ロジックと内部ロジッ

クの役割を分担することができます。JavaBeansを使用することにより、表示処理を行うロジックとデー

タベース検索などの処理を行うロジックの分離を行うことができます。また、静的に表示するコンテンツ

と動的に表示するコンテンツを分離することも可能です。 

 

 

アクションタグ 

アクションタグは特定の動作を実行するタグです。 

JSPで標準定義されているアクションタグでは、オブジェクトの生成、プロパティの変更やインクルード、フ

ォワードなどができます。 

 <jsp:useBean>タグ 
<jsp:useBean>タグは、JavaBeansのインスタンスを生成し、スコープを設定します。 

<jsp:useBean id=”参照名” 

   scope=”page | request | session | application” 

   class=”パッケージ名.クラス名”/> 

id JavaBeansインスタンスの参 照 名 を指 定 します。既 にJavaBeansイン

スタンスが存在するときその参照をリターンし、存在しないときに新た

なJavaBeansインスタンスを生成し、参照をリターンします。 

scope JavaBeansインスタンスへの参照が利用できるスコープを指定します。

デフォルトはpageです。 

class 生成するJavaBeansのクラスを指定します。 



第２章 サーバサイドJavaプログラミングの基礎 

58 intra-martベースモジュール/フレームワーク 

  

 <jsp:setProperty>タグ 
<jsp:setProperty>タグは、<jsp:useBean>タグで生 成 したJavaBeansインスタンスのプロパティに値を

設定します。 

<jsp:setProperty name=”参照名” 

    property=”プロパティ名” 

    value=”値”/> 

 <jsp:getProperty>タグ 
<jsp:getProperty>タグは、<jsp:useBean>タグで生成したJavaBeansインスタンスのプロパティの値を

取得します。 

<jsp:getProperty name=”参照名” 

    property=”プロパティ名”/> 

 その他のjspタグ 
<jsp:forward>タグ <jsp:forward>タグは現在のリクエストを他のJSPやServletに転送しま

す。 

<jsp:forward page=”URL”/> 

<jsp:include>タグ <jsp:include>タグはJSPファイル等の他のファイルを動的にインクルードします。 

<jsp:include page=”URL” flush=”true”/> 

flush インクルードするページを即座にフラッシュするかどうかを指定します。 

 JSP1.1ではfalseは機能しません。 

JSPからJavaBeansの呼び出し 

JavaBeansを使用する簡単なJSPプログラムを作成します。 

クライアントから呼び出されるとインスタンスを生成し、その結果をクライアントに返します。 

 実行結果  
hello.jspにリンクを追加 

<A href="bean_sample.jsp">JavaBeansの利用</A> 

 

hel lo.jsp画面イメージ 
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bean_sample.jsp画面イメージ 

 

 

<bean_sample.jsp> 

 1: <%@ page contentType="text/html; charset=shift_JIS" %> 

 2:  

 3: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

 4: <HTML> 

 5:  <HEAD> 

 6:   <META HTTP-EQUIV="Content-Type" 

 7:    CONTENT="text/html;CHARSET=SHIFT_JIS"> 

 8:   <TITLE>JavaBeansの利用</TITLE> 

 9:  </HEAD> 

 10:  

 11:  <BODY bgcolor="whitesmoke"> 

 12:   <h2>JavaBeansの利用</h2> 

 13:   <hr> 

 14:  

 15:   <%--JavaBeansのインスタンス生成--%> 

 16:   <jsp:useBean id="bean" scope="page" class="mod6.StringBean"/> 

 17:  

 18:   <ol> 

 19:    <li> 

 20:     <%--Beanのプロパティを獲得--%> 

 21:     Initial value（jsp:getProperty）: 

 22:     <i><jsp:getProperty name="bean" property="message"/></i> 

 23:    <li> 

 24:     <%--参照を使用したメソッド呼び出し--%> 

 25:     Initial value（JSP expression）: 

 26:     <i><%= bean.getMessage() %></i> 

 27:    <li> 

 28:     <%--Beanにプロパティを設定--%> 

 29:     <jsp:setProperty name="bean" property="message" 

 30:        value="Hello JavaBeans!"/> 

 31:     <%--Beanのプロパティを獲得--%> 

 32:     Value after setting property with jsp:setProperty: 

 33:     <i><jsp:getProperty name="bean" property="message"/></i> 

 34:    <li> 

 35:     <%--参照を使用したメソッド呼び出し--%> 

 36:     <% bean.setMessage("Hello JSP!"); %> 

 37:     Value after setting property with scriptlet: 

 38:     <i><%= bean.getMessage() %></i> 

 39:  

 40:  </BODY> 

 41: </HTML> 
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<StringBean.java> 

(intra-mart/doc/imart/WEB-INF/classes/mod6ディレクトリに保存) 

 1: // StringBean.java 

 2: //パッケージ化 

 3: package mod6; 

 4: import java.io.*; 

 5: //publicなクラスとする 

 6: //シリアライズ可能とする 

 7: public class StringBean implements Serializable{ 

 8:  private String message; 

 9:  //引数なしのコンストラクタ 

 10:  public StringBean(){ 

 11:   message="No message specified"; 

 12:  } 

 13:  public String getMessage(){ 

 14:   return message; 

 15:  } 

 16:  public void setMessage(String message){ 

 17:   this.message = message; 

 18:  } 

 19: } 
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 4 MVC（Model View Controller）アーキテクチャ 
intra-martのJ2EEフレームワークは、SunMicrosystems社のBluePrintsに準拠しています。BluePrintsは、

システムアーキテクチャ、セキュリティ、トランザクションなど、J2EEシステムを構築するための設計指針

で、次の４層にシステムアーキテクチャーを分けています。 

 

Client層からのリクエストが、Web層にあるServletにより制御され、必要に応じてEJB層にあるEJBコンポ

ーネントなどを呼び出していきます。EJBコンポーネントはさらに｢必要に応じて｣EIS層にあるDBなどと連

携して処理が実行されます。実行された結果をWeb層のServletから引継ぎ、JSPファイルを利用して

HTMLファイルが生 成 され、Clientに送 信 されます。これら一 連 のモデルは「MVCモデル」と呼 ばれ、

J2EEによる開発の基本的なパターン例となります。 

 

Model モデルは、システムの中でビジネスロジックを担当する、いわばシステム

の本体部に該当します。モデルは入出力や表示といった処理を行い

ません。J2EEでは、この部分をEJBで実装するのが一般的です。 

View ビューは、表示、入出力といった部分を担当します。J2EEでは、この部

分はServletやJSPで実装するのが一般的です。一般的なHTML表示

に関してはJSP、そのほかの特殊なデータ（バイナリデータ）を出力する

場合はServletを用いるのが標準的な使い方です。 

Controller コントローラーは、ViewとModelを制御します。自分自身では表示を行

ったり、ロジックの実行は行 わず、Viewからの入力に応じて、必 要なロ

ジックの実 行 をModelに依 頼 し、その結 果 表 示 をViewに依 頼 します。

J2EEでは、Control lerはWeb層とEJB層の2つに分かれています。まず、

Web層でViewからの入力を受け付けて、Webに依存しない形式に変

換 します。そしてその情 報 をEJB層 に送 信します。EJB層では、送 信さ

れた内容に応じて、必要なロジックが実装されたModel(EJB)に処理を

依頼します。処理結果は再びEJB層からWeb層へフィードバックされ、

Web層がView(JSP)に表示処理を依頼し、クライアントへ結果が送信

されます。 
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MVCアーキテクチャに従うことによる、開発者のメリット 

まず、機能ごとの分離が明確になることによって、それぞれの独立性が確保されます。開発においては

分業がしやすくなり、各機 能の専 門家 は自分の得 意分野 の実 装に集中することが可能となります。 

また、コンポーネント間の依存性が最小限に抑えられるため、ほかの部分の変更により影響を受けにく

い実装を実現できます。こうすることによって、コンポーネントの再利用性が高まります。 

また、ほかのコンポーネントの変更が原因で、複数の担当者が同一のソースに対してメンテナンスを行

う、というような事態を避けることもでき、保守性も確保される、といったような多くのメリットがあります。 

MVCアーキテクチャの実現 

作成した社員情報検索・更新画面をMVCモデル型に変更したプログラムを作成します。 

 

 StaffListBean,StaffDetai lBeanは、ViewからModelに対する詳細情報取得の際に利用します。 

  例．データの更新→更新結果取得 
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hello.jspファイルにリンクを追加 

hello.jspにリンクを追加します。 

intra-mart/doc/imart/tutorial/staff/stf_ndp.html 

<A href="../staff/stf_ndp.html">MVCモデルサンプル</A> 

hello.jsp画面イメージ 

 

 staff_ndp.htmlの編集（フレーム定義） 
hello.htmlから呼び出されるstaff_ndp.htmlを編集します。 

< staff_ndp.htmlを編集> 

 1: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

 2: <HTML> 

 3:  <HEAD> 

 4:   <TITLE>社員マスタメンテ</TITLE> 

 5:  </HEAD> 

 6:  

 7:  <FRAMESET ROWS="180,*"> 

 8:   <FRAME name="mmtMain" src="stf_head.jsp"> 

 9:   <FRAME name="mmtBody" src="white_screen.html"> 

 10:  </FRAMESET> 

 11:  

 12: </HTML> 
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社員マスタメンテナンス (MVCモデルサンプル) 画面イメージ 

 

プログラムの流れ 

 画面初期表示  

 

 DB問い合わせ 

 

 

 DB問 い合 わせは、リクエストにともない別 画 面 遷 移 をする内 容 ではありません（単 純 にJSPファイルから

Beansを呼び出しています）。そのため、Servletは用いておりません。 
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 ① stf_head.jspの編集  

 1: <%@ page contentType="text/html; charset=shift_JIS" %> 

 2: <jsp:useBean id="bean" scope="page" class="mod6.StaffListBean" /> 

 3:  

 4: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

 5: <HTML> 

 6:  <HEAD> 

 7:   <TITLE>Staff list.</TITLE> 

 8:  </HEAD> 

 9:  

 10: <BODY bgcolor="WhiteSmoke" onLoad="document.frmStaff.submit();"> 

 11:  <FORM name="frmStaff" target="mmtBody" action="stf_body.jsp"> 

 12:  <CENTER> 

 13:   社員情報検索画面<BR><BR> 

 14:   <TABLE border="1"> 

 15:    <TR> 

 16:     <TD bgcolor="#CCCCFF"><B>staff_cd</B></TD> 

 17:    </TR> 

 18:    <TR> 

 19:     <TD> 

 20:      <SELECT name="staff_cd" 

 21:        onChange="document.frmStaff.submit();"> 

 22:       <% 

 23:       for(int idx = 0; idx < bean.getSize(); idx++){ 

 24:       %> 

 25:       <OPTION VALUE=<%= bean.getCode(idx) %>> 

 26:        <%= bean.getName(idx) %></OPTION> 

 27:       <% 

 28:       } 

 29:       %> 

 30:      </SELECT> 

 31:     </TD> 

 32:    </TR> 

 33:   </TABLE> 

 34:   <BR> 

 35:   <INPUT type="submit" value="最新の情報"> 

 36:  </CENTER> 

 37:  </FORM> 

 38:  </BODY> 

 39: </HTML> 
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 ② stf_body.jspの編集  

 1: <%@ page contentType="text/html; charset=shift_JIS" %> 

 2: <%@ page import="java.util.*" %> 

 3: <jsp:useBean id="bean" scope="page" class="mod6.StaffDetailBean" /> 

 4: <jsp:setProperty name="bean" property="code" 

 5:  value="<%= request.getParameter("staff_cd") %>"/> 

 6: <HTML> 

 7:  <HEAD> 

 8:   <TITLE>Set staff info.</TITLE> 

 9:  </HEAD> 

 10:  <BODY bgcolor="WhiteSmoke"> 

 11:  <CENTER> 

 12:   社員情報詳細画面<BR><BR> 

 13:   <FORM method="POST" action="StaffControl"> 

 14:    <TABLE border="1"> 

 15:   <TR> 

 16:    <TD bgcolor="#CCCCFF"><B>staff code</B></TD> 

 17:    <TD><jsp:getProperty name="bean" property="code" /></TD> 

 18:   </TR> 

 19:   <TR> 

 20:    <TD bgcolor="#CCCCFF"><B>staff name</B></TD> 

 21:    <TD> 

 22:     <INPUT type="text" name="staff_name" 

 23:       value="<jsp:getProperty name="bean"  

 24:      property="name" />"> 

 25:    </TD> 

 26:   </TR> 

 27:  

 28:    <TR> 

 29:    <TD bgcolor="#CCCCFF"><B>staff kana</B></TD> 

 30:     <TD> 

 31:      <INPUT type="text" name="staff_kana" 

 32:        value="<jsp:getProperty name="bean"  

 33:       property="kana" />"> 

 34:     </TD> 

 35:    </TR> 

 36:    <TR> 

 37:     <TD bgcolor="#CCCCFF"><B>staff eng</B></TD> 

 38:     <TD> 

 39:      <INPUT type="text" name="staff_eng" 

 40:       value="<jsp:getProperty name="bean"  

 41:      property="eng" />"> 

 42:     </TD> 

 43:     </TR> 

 44:    </TABLE> 

 45:    <BR> 

 46:    <INPUT type="submit" value=" 更新 "> 

 47:    <INPUT type="hidden" name="staff_cd"  

 48:     value="<jsp:getProperty name="bean" property="code" />"> 

 49:   </FORM> 

 50:  </CENTER> 

 51:  </BODY> 

 52: </HTML> 
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 ③ StaffListBean.javaの編集  
StaffModelを呼び出し、stf_head.jsp画面で表示するコンボボックスのデータを取得します。 

<StaffListBean.java> 

 1: package mod6; 

 2:  

 3: import java.util.*; 

 4: import java.io.Serializable; 

 5:  

 6: //コンボデータ取得 

 7: public class StaffListBean implements Serializable { 

 8:  

 9:  private List list = null; 

 10:  private int size = 0; 

 11:  

 12:  //社員マスタデータ取得 

 13:  public StaffListBean() { 

 14:   StaffModel model = new StaffModel(); 

 15:   list = model.getList(); 

 16:   if(list != null ) size = list.size(); 

 17:  } 

 18:  

 19:  //取得データサイズ返却 

 20:  public int getSize() 

 21:  { 

 22:  return size; 

 23:  } 

 24:  

 25:  //社員コードデータ取得 

 26:  public String getCode(int idx) { 

 27:   Map map = (Map)list.get(idx);  

 28:   return (String)map.get("staff_cd"); 

 29:  } 

 30:  

 31:  //社員名漢字データ取得 

 32:  public String getName(int idx) { 

 33:   Map map = (Map)list.get(idx); 

 34:   return (String)map.get("stf_name_kanji"); 

 35:  } 

 36:  

 37: } 
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 ④ StaffDetailBean.javaの編集  
StaffModelを呼び出し、stf_body.jsp画面で表示する社員マスタ詳細データを取得します。 

<StaffDetailBean.java> 

 1: package mod6; 

 2: import java.io.Serializable; 

 3: import java.util.*; 

 4:  

 5: //社員データ詳細情報の取得 

 6: public class StaffDetailBean implements Serializable { 

 7:  Map detail = new Hashtable(); 

 8:  

 9:  public StaffDetailBean() { 

 10:  } 

 11:  

 12:  //社員情報詳細データの取得 

 13:  public void setCode(String value) { 

 14:  StaffModel model = new StaffModel(); 

 15:  detail = model.getDetail(value); 

 16:  } 

 17:  

 18:  //社員コードの取得 

 19:  public String getCode() { 

 20:  return (String)detail.get("staff_cd"); 

 21:  } 

 22:  

 23:  //社員名漢字の取得 

 24:  public String getName() { 

 25:   return (String)detail.get("stf_name_kanji"); 

 26:  } 

 27:  

 28:  //社員名カナの取得 

 29:  public String getKana() { 

 30:   return (String)detail.get("stf_name_kana"); 

 31:  } 

 32:  

 33:  //社員名英字の取得 

 34:  public String getEng() { 

 35:  return (String)detail.get("stf_name_eng"); 

 36:  } 

 37:  

 38:  public void setName(String value) { 

 39:  } 

 40:  

 41:  public void setKana(String value) { 

 42:  } 

 43:  

 44:  public void setEng(String value) { 

 45:  } 

 46:  

 47: } 
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 ⑤ StaffModel.javaの編集  
DBに接続を行い、社員マスタテーブルからのデータ取得、更新処理等を行うStaffModel.java(Model)

を作成します。 

 

<StaffModel.java> 

 // StaffModel.java 

 

package mod6; 

 

import java.sql.*; 

import java.util.*; 

 

import jp.co.intra_mart.foundation.database.DatabaseManager; 

 

public class StaffModel { 

 //コンボデータ作成 

 public List getList() { 

 

  HashMap map; 

  ArrayList list = new ArrayList(); 

  Connection con = null; 

  Statement stmt = null; 

  ResultSet result = null; 

  try { 

   // DBコネクション取得 

   DatabaseManager manager = DatabaseManager.getInstance(); 

   con = manager.getLoginGroupConnection("DEFAULT"); 

   stmt = con.createStatement(); 

    

   // SELECT文発行 

   result = stmt.executeQuery("SELECT * FROM m_sample_stf ORDER BY staff_cd"); 

    

   while(result.next()) { 

    map = new HashMap(); 

    map.put("staff_cd", result.getString("staff_cd")); 

    map.put("stf_name_kana", result.getString("stf_name_kana")); 

    map.put("stf_name_kanji", result.getString("stf_name_kanji")); 

    map.put("stf_name_eng", result.getString("stf_name_eng")); 

    list.add(map); 

   } 

  } catch(Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } finally { 

   try { 

    if (result != null) { 

     result.close(); 

    } 

    if (stmt != null) { 

     stmt.close(); 

    } 

    if (con != null) { 

     con.close(); 

    } 

   } catch(Exception e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 
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  return list; 

 } 

 

 //データ検索 

 public Map getDetail(String id){ 

  HashMap map = null; 

  DatabaseManager manager = null; 

  Connection con = null; 

  PreparedStatement stmt = null; 

  ResultSet result = null; 

  try{ 

   //SQLの定義 

   String sql = "SELECT * FROM m_sample_stf WHERE staff_cd = ?"; 

 

   //DBコネクション取得 

   manager = DatabaseManager.getInstance(); 

   con = manager.getLoginGroupConnection("default"); 

 

   //取得データ定義 

   stmt = con.prepareStatement(sql); 

   stmt.setString(1, id); 

 

   //データ取得 

   result = stmt.executeQuery(); 

   result.next(); 

    

   map = new HashMap(); 

   map.put("staff_cd", result.getString("staff_cd")); 

   map.put("stf_name_kana", result.getString("stf_name_kana")); 

   map.put("stf_name_kanji", result.getString("stf_name_kanji")); 

   map.put("stf_name_eng", result.getString("stf_name_eng")); 

 

  } catch(Exception e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } finally { 

   try { 

    if (result != null) { 

     result.close(); 

    } 

    if (stmt != null) { 

     stmt.close(); 

    } 

    if (con != null) { 

     con.close(); 

    } 

   } catch(Exception e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  //返却 

  return new Hashtable(); 

 

 } 

 

 //データ更新 

 public boolean update(String id,String kanji,String kana,String eng) { 

  

  DatabaseManager manager = null; 

  Connection con = null; 
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  PreparedStatement stmt = null; 

  try{ 

   //SQLの定義 

   String sql = "UPDATE m_sample_stf SET staff_cd = ?, stf_name_kanji = ?, stf_na

me_kana = ?, stf_name_eng = ?"; 

 

   //DBコネクション取得 

   manager = DatabaseManager.getInstance(); 

   con = manager.getLoginGroupConnection("default"); 

 

   //登録データ定義 

   stmt = con.prepareStatement(sql); 

   stmt.setString(1, id); 

   stmt.setString(2, kanji); 

   stmt.setString(3, kana); 

   stmt.setString(4, eng); 

 

   //トランザクション開始 

   manager.beginTransaction(); 

 

   //データ登録 

   stmt.executeUpdate(); 

 

   //トランザクション確定 

   manager.commit(); 

  }catch(Exception e){ 

   //エラー発生 

   try { 

    manager.rollback(); 

   } catch (Exception e2) { 

    e2.printStackTrace(); 

   } 

  }finally{ 

   try { 

    if (stmt != null) { 

     stmt.close(); 

    } 

    if (con != null) { 

     con.close(); 

    } 

   } catch(Exception e) { 

   } 

  } 

  return true; 

 } 

} 



第２章 サーバサイドJavaプログラミングの基礎 

72 intra-martベースモジュール/フレームワーク 

 

 ３ 更新処理  

 

ここでは、更新ボタンをクリックすると、Servlet（StaffControlServlet.java）に情報が渡され、Servletが

Beans（StaffModel.java）に処理を依頼します。いわゆるMVCモデルアーキテクチャが実現されていま

す。 

 ⑥ StaffControlServlet.javaの編集  

 1: package mod6; 

 2:  

 3: import javax.servlet.*; 

 4: import javax.servlet.http.*; 

 5: import java.io.*; 

 6: import java.util.*; 

 7:  

 8: public class StaffControlServlet extends HttpServlet { 

 9:  private static final String  

 10:   CONTENT_TYPE = "text/html; charset=Shift_JIS"; 

 11:  

 12:  //グローバル変数の初期化 

 13:  public void init() throws ServletException { 

 14:  } 

 15:  

 16:  //HTTP Post リクエストの処理 

 17:  public void doPost(HttpServletRequest request, 

 18:  HttpServletResponse response)  

 19:   throws ServletException, IOException { 

 20:  

 21:  RequestDispatcher dispatch; 

 22:  

 23:  String staff_code  

 24:   = getEncoding(request.getParameter("staff_cd")); 

 25:  String staff_name  

 26:   = getEncoding(request.getParameter("staff_name")); 

 27:  String staff_kana  

 28:   = getEncoding(request.getParameter("staff_kana")); 

 29:  String staff_eng  

 30:   = getEncoding(request.getParameter("staff_eng")); 

 31:  

 32:  //Model呼び出し 

 33:  StaffModel model = new StaffModel(); 

 34:  boolean result = 

 35:  model.update(staff_code,staff_name,staff_kana,staff_eng); 

 36:  

 37:  //更新処理成功 

 38:  if(result) dispatch  
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 39:   = request.getRequestDispatcher("staff_success.html"); 

 40:  //更新処理失敗 

 41:  else dispatch  

 42:   = request.getRequestDispatcher("staff_failure.html"); 

 43:  

 44:  if(dispatch != null) dispatch.forward(request,response); 

 45:  

 46:  } 

 47:  //文字列データのエンコーディング 

 48:  private String getEncoding(String str) { 

 49:  try { 

 50:   return new String(str.getBytes("ISO-8859-1"), 

 51:    "JISAutoDetect"); 

 52:  } catch (Exception e) { 

 53:  } 

 54:  return ""; 

 55:  } 

 56:  

 57: //後処理 

 58: public void destroy() { 

 59: } 

 60:  

 61: } 

 

 ⑦ web.xmlの編集  
StaffControlServlet.javaの編集完了の後、web.xmlの編集を行い、Web Appl icationとして登録しま

す。 

<web.xml> 

 1: <web-app> 

 2:  <servlet> 

 3:   <servlet-name>StaffControl</servlet-name> 

 4:   <servlet-class>mod6.StaffControlServlet</servlet-class> 

 5:  </servlet> 

 6:  <servlet-mapping> 

 7:   <servlet-name>StaffControl</servlet-name> 

 8:   <url-pattern>/StaffControl</url-pattern> 

 9:  </servlet-mapping> 

 10: </web-app> 
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EJBプログラミング 

intra-martベースモジュール（Advanced版 ）には、EJBコンテナが付 属 しています。このEJBサーバは、

intra-martアプリケーションサーバと同一のJava VM上で動作します。intra-martアプリケーションサーバ

を複数配置した場合、EJBコンポーネントはそれぞれのアプリケーションサーバ（EJBコンテナ）上に置く必

要があります。 

EJBサンプル 

 intra-martベースモジュール（Advanced版）には、EJBのサンプルが用意されています。詳細は「設定ガイド

（HTTP編）」を参照してください。サンプルは、メニューの［サンプル］-［J2EEベース開発モデル］-［EJBサンプ

ル（Advanced版のみ）］に用意されています。 

 

セッションBean 

 1 メニューから［サンプル]-［J2EEベース開発モデル］-［EJBサンプル（Advanced版のみ）］-［セッション

Bean］を選択します。 

 2 リンク［サンプル］をクリックします。 

 3 セッションBeanを利用したサンプルが表示されます。 

 

エンティティBean 

 1 メニューから［サンプル］-［J2EEベース開発モデル］-［EJBサンプル（Advanced版のみ）］-［エンティ

ティBean］を選択します。 

 2 表示された注意書きを確認し、リンク［サンプル］をクリックします。 

 3 エンティティBeanを利用したサンプルが表示されます。 

 ここではユーザの登録をサンプルとしていますが、intra-martのメニューから登録したユーザとは別管理のも

のです。 

 4 エンティティBean用の現在登録されているユーザ数とユーザの一覧が表示されます。 

ユーザがまだ登録されていない場合、ユーザの登録数は０人となり、一覧は表示されません。 

 5 リンク［新規登録］をクリックすると、新規登録画面に遷移します。 

 6 新規登録画面で各項目を入力し、［登録］ボタンを押すとデータベースに登録されます。 

 7 リンク［一覧］をクリックすると一覧画面に戻ります。 
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 8 ラジオボタン［活動中］または［非活動］を選択して［検索］ボタンを押すと、活動フラグが設定されて

いるユーザのみ、または設定されていないユーザのみの一覧が表示されます。 

ここで、データベース切断時の再接続処理などを記述することができます。 

 

 

プログラム開発環境をサポートする「eBuilder 5.0」 

別売のintra-mart 「eBui lder Ver5.0」を活用することにより、ユーザアプリケーションを効率よく開発

していくことができます。intra-mart 「eBui lder Ver Ver5.0」には、プレゼンテーションページとファンク

ションコンテナからなるページベース開 発 モデル用 「intra-mart eBui lder Page Producer」とJSP、

ServletからなるJ2EEベース開発モデル用でオープンソースの統合開発環境である「Eclipse」に対

するプラグインとして利用できる「eBuilder Framework Producer」の２種類が用意されています。 

詳細は、チュートリアルガイドの「8 intra-mart eBui lder Ver Ver5.0」を参照してください。 
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 1 Storage Serviceの利用方法 
intra-martではStorage Serviceを利用することにより、分散システム構築時においても、容易にファイ

ルの共有が可能となります。 

ここでは、ブラウザからアップロードされたファイルをStorage Serviceに保 存 したり、またStorage 

Serviceに保存されているファイルをダウンロードしたりする画面を作ってみます。 

ファイル・アップロード 

まずは、ファイルをアップロードしてStorage Serviceに保存するためのフォームを作成します。 

 

<送信用フォーム「filebox.html」> 

 <!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN”> 

 <HTML> 

  <HEAD> 

   <TITLE>File Center</TITLE> 

  </HEAD> 

  <BODY bgcolor=”WhiteSmoke”> 

   <H2>Upload</H2> 

   <FORM action=”upload.jsp” method=”POST” enctype=”multipart/form-data”> 

    <INPUT type=”file” name=”local_file”> 

    <INPUT type=”submit” value=” send “> 

   </FORM> 

  </BODY> 

 </HTML> 

<!-- End of File --> 

 

受信したファイルデータをStorage Serviceに保存するためのJSPを記述します。 

 ここでのサンプルは、理解しやすくするために、JSPファイル中に呼び出しのコーディングが記述されています。

このコーディングは、J2EEフレームワーク利用時では、サービスコントローラやイベントリスナーの中に記述する

など適切な位置に盛り込んでください。 

特にim-J2EE Framework のサンプルであるショッピングカートではStorage サーバとの連携に DAO を利

用しています。 

該当する DAO は以下のものです。参考にしてください。 

   sample.shopping.model.data.SampleOrderIntramartFi leServerDAO 
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<ファイルを受信するためのJSPファイル（upload.jsp> 

<%@ page import=”jp.co.intra_mart.foundation.http.*” %> 

<%@ page import=”jp.co.intra_mart.foundation.server.file.*” %> 

<% 

  String msg = new String(“Upload succeeded.”); 

  try{ 

   MultipartFormData data = new MultipartFormData(request); 

   MultipartFormData.Entity entity = data.getEntity(“local_file”); 

   String header = entity.getHeader(“Content-Disposition”); 

   String file_name = header.substring(header.lastIndexOf(“¥¥”) + 1, header.lengt

h() - 1); 

   NetworkFile file = new NetworkFile(“filebox/” + file_name); 

   file.save(entity.getBytes()); 

  }catch(Exception e){ 

   msg = “Upload failed.”; 

  } 

 %> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN”> 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE>Staff List.</TITLE> 

 </HEAD> 

 <BODY> 

  <H2><%= msg %></H2> 

  <A href=”filebox.html”>return</A> 

 </BODY> 

</HTML> 

この画面では、以下のように動作します。 

 

1：ファイルコントロールにより選択されたファイルデータがサーバに送られます。 

2：サーバに送られたデータを解析します。 

3：受信したファイルのファイル名を取得します。 

4：元のファイル名のまま受信したファイルデータをStorage Serviceに出力します。 

 

アップロードされたファイルと同名のファイルをサーバ上に作成することが可能です。 

 

 

<実行画面> 
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<INPUT type="file"> 

HTMLフォーム中で利用している <INPUT type=”fi le”> について、もう少し詳しく説明します。フォー

ムコントロールである <INPUT type=”fi le”> を利用すると、ブラウザからサーバに対してファイルをア

ップロードすることができます。 

この時、フォームは以下のような記述が必要になります。 

 <FORM method=”POST” enctype=”multipart/form-data”> 

これは、ファイルの情報をMIME形式にエンコードしてPOSTモードでサーバにリクエストをするという指

定になります。 

 

クラスMultipartFormData/インターフェスMultipartFormData.Entity 

マルチパート形式のフォームデータを簡単に扱うことができるＡＰＩです（このクラスを利用するために

は、jp.co. intra_mart.foundation.httpパッケージをインポートする必要があります）。 

 

--- upload.jsp --- 

 MultipartFormData data = new MultipartFormData(request); 

 MultipartFormData.Entity entity = data.getEntity(“ local_fi le”); 
 String header = entity.getHeader(“Content-Disposition”); 
 String fi le_name = header.substring(header. lastIndexOf(“\\”)  

 + 1, header. length() - 1); 

 

MultipartFormDataのコンストラクタにHttpServletRequestを与 えることにより各 パート毎 を取 り出

し、任意の操作を行なうことができます。 

各パートの取り出し方はgetEntityメソッドに取得したいパラメータの名前を指定します。 

このとき返却される形式はMultipartFormData.Entityインターフェースとなります。 

MultipartFormData.Entityインターフェースを使用することにより、パラーメータの取得やヘッダの解

析などを簡単に行なうことができます。 

 

クラスNetworkFile 

intra-mart Fi le Server 上 の フ ァ イ ル を 操 作 す る Ａ Ｐ Ｉ で す （ こ の ク ラ ス を 利 用 す る た め に は 、

jp.co. intra_mart.foundation.server.fi leをインポートする必要があります）。 

このＡＰＩを利用する事で、各サーバを分散配置している場合においてもファイルを一元的に管理する

ことができます。ここでは、save()メソッドを利用して新しいファイルを作成しています。 

 

--- upload.jsp --- 

 NetworkFi le fi le = new NetworkFi le(“fi lebox/” + fi le_name); 

 fi le.save(entity.getBytes()); 

NetworkFi leのコンストラクタに指定したファイルまたはディレクトリにたいして様々な操作を行なうこと

ができます。 
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ファイルリストの表示 

ここでは、前節で作成した画面を改良して、アップロードしたファイルの一覧を表示するようにソースを

修正します。アップロードされたファイルを一覧表として表示するためには、保存されているファイルをリ

ストとして取得する必要があります。Storage Serviceに問い合わせてファイルリストを取得するためのコ

ードを追加します。 

 <一覧表を表示するためのJSP（filebox.jsp）> 

 <%@ page import=”jp.co.intra_mart.foundation.http.*” %> 

 <%@ page import=”jp.co.intra_mart.foundation.server.file.*” %> 

 <%@ page import=”java.util.*” %> 

 <% 

  NetworkFile file = new NetworkFile(“filebox/”); 

  if(!file.isDirectory()){ 

   file.makeDirectories(); 

  } 

  List list = file.files(); 

  Iterator view = list.iterator(); 

  String file_name; 

 %> 

 <!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN”> 

 <HTML> 

  <HEAD> 

   <TITLE>File Center</TITLE> 

  </HEAD> 

  <BODY bgcolor=”WhiteSmoke”> 

   <H2>Upload</H2> 

   <FORM action=”upload.jsp” method=”POST” enctype=”multipart/form-data”> 

    <INPUT type=”file” name=”local_file”> 

    <INPUT type=”submit” value=” send “> 

   </FORM> 

   <HR> 

   <H2>File List</H2> 

   <TABLE border> 

    <TR> 

     <TH>File Name</TH> 

    </TR> 

    <% 

    while(view.hasNext()){ 

     file_name = (String)view.next(); 

    %> 

    <TR> 

     <TD><%= file_name %></TD> 

    </TR> 

    <% 

    } 

    %> 

   </TABLE> 

  </BODY> 

 </HTML> 

 <!-- End of File --> 
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<実行画面> 

 

この実行画面では、すでにファイルがアップロードされていることが確認できます。 

 

 

new NetworkFile（ディレクトリ名） 

NetworkFileクラスは、ファイルのみでなく、ディレクトリ名を指定してインスタンスを作ることができま

す。これによって、インスタンスは、ディレクトリに対してさまざまな操作を行うことができます。 

 isDirctory()  存在チェック 

 makeDirctories() ディレクトリの作成 

 fi les();   ファイルリストの取得 

詳細については、APIリストを参照してください。 
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ファイル・ダウンロード 

ファイルをアップロードできて、アップロードされたファイルがStorage Serviceに保存されていることが確

認できたので、次は、保存されているファイルをブラウザにダウンロードする機能を追加します。前節で

作成した画面に対してファイルをダウンロードできるようにソースを修正します。 

ファイルをダウンロードするには、JSPにダウンロードをするためのリンクを追加します。また、そのリンクがク

リックされた時にファイルを送信するためのロジックを追加していきます。 

＜ファイルダウンロード用リンクを追加したJSPファイル（filebox.jsp）＞ 

 

<%@ page import=”jp.co.intra_mart.foundation.server.file.*” %> 

<%@ page import=”java.util.*” %> 

<% 

 NetworkFile file = new NetworkFile(“filebox/”); 

 if(!file.isDirectory()){ 

  file.makeDirectories(); 

 } 

 List list = file.files(); 

 Iterator view = list.iterator(); 

 String file_name; 

%> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN”> 

<HTML> 

  <HEAD> 

   <TITLE>File Center</TITLE> 

  </HEAD> 

 <BODY bgcolor=”WhiteSmoke”> 

  <H2>Upload</H2> 

  <FORM action=”upload.jsp” method=”POST” enctype=”multipart/form-data”> 

   <INPUT type=”file” name=”local_file”> 

   <INPUT type=”submit” value=” send “> 

  </FORM> 

  <HR> 

  <H2>File List</H2> 

  <TABLE border> 

   <TR> 

    <TH>File Name</TH> 

   </TR> 

   <% 

   while(view.hasNext()){ 

    file_name = (String)view.next(); 

   %> 

    <TR> 

     <TD><%= file_name %></TD> 

     <TD><A href=”download.jsp?file_name=<%= file_name %>”>download</A></TD> 

    </TR> 

   <% 

   } 

   %> 

  </TABLE> 

 </BODY> 

</HTML> 

<!-- End of File --> 
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Downloadと表示するためのリンクを作成  

このリンクには、クリックされた時にダウンロード処理をするためのJSPのページdownload.jspが指定され

ていますので、download.jspを作成します。 

<ダウンロード用JSP ファイル（download.jsp）> 

 

<%@ page import=”jp.co.intra_mart.foundation.server.file.*” %><% 

  String file_name = request.getParameter(“file_name”); 

  NetworkFile file = new NetworkFile(“filebox/” + file_name); 

  OutputStream os = response.getOutputStream(); 

  response.setContentType(“application/octet-stream”); 

  response.setHeader(“Content-Disposition”, “attachment; filename=” + file_name); 

  os.write(file.load()); 

%> 

 

 ここでは説明を簡単にするためJSPでのダウンロードサンプルを紹介しましたが、一般的にはServletを用い

てダウンロードします。ダウンロード用Servletファイルのサンプルは以下に用意されています。 

   Appl icationRuntimeルート/source/java/jp/co/intra_mart/sample/servlet/Download.java 

 

<実行画面> 

 

 

setContentType（） 

ファイルをダウンロードする場合、ファイルの種類に合わせてコンテントタイプを指定する必要がありま

す。このサンプルでは、不明なデータを意味するapplication/octet-streamを指定してブラウザの判

断にまかせていますが、実際にはダウンロードするファイルの内容に合わせて適切なMIMEタイプを指

定するようにしてください。 
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ファイルの削除 

前節までで、ファイルをアップロードすることと、アップロードしたファイルをダウンロードすることができまし

た。しかし、このままではアップロードされたファイルがStorage Serviceに溜まっていってしまうので、ここ

では、アップロードされてStorage Service上に保存されているファイルを削除する機能を追加します。 

<削除用リンクを追加したJSPファイル（filebox.jsp）> 

<%@ page import=”jp.co.intra_mart.foundation.server.file.*” %> 

<%@ page import=”java.util.*” %> 

  <% 

NetworkFile file = new NetworkFile(“filebox/”); 

if(!file.isDirectory()){ 

file.makeDirectories(); 

   } 

List list = file.files(); 

Iterator view = list.iterator(); 

String file_name; 

  %> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN”> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>File Center</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY bgcolor=”WhiteSmoke”> 

<H2>Upload</H2> 

<FORM action=”upload.jsp” method=”POST” enctype=”multipart/form-data”> 

<INPUT type=”file” name=”local_file”> 

<INPUT type=”submit” value=” send “> 

</FORM> 

<HR> 

<H2>File List</H2> 

<TABLE border> 

<TR> 

<TH>File Name</TH> 

</TR> 

     <% 

while(view.hasNext()){ 

file_name = (String)view.next(); 

     %> 

<TR> 

<TD><%= file_name %></TD> 

<TD><A href=”download.jsp?file_name=<%= file_name %>”>download</A></TD> 

<TD><A href=”remove.jsp?file_name=<%= file_name %>”>remove</A> 

</TD> 

</TR> 

     <% 

     } 

     %> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

<!-- End of File --> 
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<ファイルを削除するJSPファイル（remove.jsp）> 

 

<%@ page import=”jp.co.intra_mart.foundation.server.file.*” %> 

<%@ page import=”java.util.*” %> 

  <% 

String msg = new String(“Remove succeeded.”); 

String file_name = request.getParameter(“file_name”); 

NetworkFile file = new NetworkFile(“filebox/” + file_name); 

boolean result = file.remove(); 

if(result == false){ 

msg = “Remove failed.”; 

   } 

  %> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN”> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>File Remove</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY bgcolor=”WhiteSmoke”> 

<H2><%= msg %><H2> 

<A href=”filebox.jsp”>return</A> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

<実行画面（結果）> 

 

削除リンクをクリックすると、該当するファイルを削除することができます。 
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 2 メール送信 
ここでは、メールを送信するための画面を作成します。メールを送信するためには、conf/imart.xmlの

SMTPサーバの設定を正しく行ってください。 

メール送信フォームの作成 

メールを送信するためのフォームを作成します。フォーム内には、メール送信に必要な送信先アドレス、

送 信 者 アドレス、件 名 、本 文 を登 録 するコントロールを用 意 します。また、受 け取 った情 報 を元 にして

Mail APIを利用してメール送信を行うための関数を定義します。 

<メール送信用フォームを記述したHTMLファイル（sender.html）> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE>Mail Sender</TITLE> 

 </HEAD> 

 <BODY> 

  <FORM method="POST" action="mail.jsp"> 

   To: <INPUT type="text" name="mail_to"><BR> 

   From: <INPUT type="text" name="mail_from"><BR> 

   Subject: <INPUT type="text" name="mail_subject"><BR> 

   Message: <TEXTAREA name="mail_body" cols=40" rows="8"></TEXTAREA><BR> 

   <INPUT type="submit" value="send"> 

  </FORM> 

 </BODY> 

</HTML> 

 

<メール送信ロジックを記述したJSPファイル（mail.jsp）> 

<%@ page contentType="text/html; charset=Shift_JIS" pageEncoding="Windows-31J" %> 

<%@ page import="jp.co.intra_mart.foundation.mail.*" %> 

<%@ page import="jp.co.intra_mart.foundation.mail.javamail.*" %> 

<% 

  String msg = new String("Succeeded."); 

  StandardMail mail = new StandardMail();  

  mail.addTo(request.getParameter("mail_to")); 

  mail.setFrom(request.getParameter("mail_from")); 

  mail.setSubject(request.getParameter("mail_subject")); 

  mail.setText(request.getParameter("mail_body")); 

   

  MailSender sender = new JavaMailSender(mail); 

  try { 

   sender.send(); 

  } catch (MailSenderException e) { 

   msg = "Failed."; 

  } 

%> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE>Send mail</TITLE> 

 </HEAD> 

 <BODY> 
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  <H2><%= msg %><H2> 

  <A href="sender.html">return</A> 

 </BODY> 

</HTML>> 

 

 ここでのサンプルは、理解しやすくするために、JSPファイル中に呼び出しのコーディングが記述されています。

このコーディングは、J2EEフレームワーク利用時では、イベントリスナーやDAO中に記述するなど適切な位置

に盛り込んでください。 

 

<実行画面> 

 

フォーム中の必要事項をすべて入力した後に［send］ボタンをクリックするとメールを送信することがで

きます。 

 

Mail API 

MailSender API 

 

メールを送信を行なうクラスです。 

--- mail . jsp --- 

StandardMail mail = new StandardMail();  

mail .addTo(request.getParameter("mail_to")); 

mail .setFrom(request.getParameter("mail_from")); 

mail .setSubject(request.getParameter("mail_subject")); 

mail .setText(request.getParameter("mail_body")); 

MailSender sender = new JavaMailSender(mail) ; 

sender.send(); 

----------------- 

boolean result = mail .send(); 

サンプルプラグラムのようにコンストラクタに引数を与えない場合はイントラマートの初期設定ファイル 

（conf/jp.co. intra_mart.foundation.conf ）に設定されているＳＭＴＰサーバを利用します。コンストラ

クタにＳＭＴＰサーバのアドレスとポートを指定することにより任意のＳＭＴＰサーバを利用することができ

ます。 

実際にメールが送信されるのは、send()メソッドを実行したときになります。 

MailSenderクラスの詳細についてはＡＰＩリストをご覧ください。 
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TO および From 設定時の注意点 

設定データ中にメールアドレス以外の不正な文字が含まれている場合、メール送信エラーが発生す

る場合があります。 

 

メール送信とサーバ処理速度 

メールを送信する場合、intra-mart Appl ication ServerとSMTPサーバが連携する必要があります。 

送信するメールの情報量はもちろんのこと、ネットワーク環境やネットワークトラフィックなどによりメー

ル送信処理時間がかかる場合があります。 

 

添付ファイル付きメールの送信 

前節で作成したメール送信フォームを完了して添付ファイルをメール本文と共に送信できるようにしま

す。 

まずは、HTMLページでは添付ファイルとするためのファイルをアップロードするためのフォーム・コントロー

ルを追加し、フォームの属性を変更します。 

JSPファイルは、フォームの修正に合わせて、メール送信関数を添付ファイルに対応できるように修正し

ます。 

<ファイルアップロード用コントロールを追加したHTMLページ（sender.html）> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE>Mail Sender</TITLE> 

 </HEAD> 

 <BODY> 

  <FORM method="POST" enctype="multipart/form-data" action="mail.jsp"> 

   To: <INPUT type="text" name="mail_to"><BR> 

   From: <INPUT type="text" name="mail_from"><BR> 

   Subject: <INPUT type="text" name="mail_subject"><BR> 

   Message: <TEXTAREA name="mail_body" cols=40" rows="8"></TEXTAREA><BR> 

   Attachment: <INPUT type="file" name="mail_file"><BR> 

   <INPUT type="submit" value="send"> 

  </FORM> 

 </BODY> 

</HTML> 

 

 

ファイルをアップロードするためのフォーム 

ファイルをアップロードするためには以下のようなフォームの記述が必要になります。 

 <FORM method=”POST” enctype=”multipart/form-data”> 

こうすることで、サーバー上では、フォームコントロール <INPUT type="fi le"> によりローカルのファイル

を受け取ることができます。 
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受信情報と文字コード 

ファイルアップロード時のフォームから受け取った情報は、すべてバイナリ状態になっています。 

当然、ファンクションコンテナではrequestオブジェクトを通して受け取る値がバイナリになっていますの

で、その情報を扱う場合には、十分な注意が必要となります。 

 

<添付ファイル送信に対応したJSPファイル（mail.jsp）> 

<%@ page contentType="text/html; charset=Shift_JIS" pageEncoding="Windows-31J" %> 

<%@ page import="java.io.*" %> 

<%@ page import="jp.co.intra_mart.foundation.mail.*" %> 

<%@ page import="jp.co.intra_mart.foundation.mail.javamail.*" %> 

<%@ page import="jp.co.intra_mart.foundation.http.*" %> 

<% 

  String msg = new String("Succeeded."); 

  StandardMail mail = new StandardMail();  

  mail.addTo(request.getParameter("mail_to")); 

  mail.setFrom(request.getParameter("mail_from")); 

  mail.setSubject(request.getParameter("mail_subject")); 

  mail.setText(request.getParameter("mail_body")); 

  MultipartFormData data = new MultipartFormData(request); 

  MultipartFormData.Entity entity = data.getEntity("mail_file"); 

  if(entity.getContentLength() > 0){ 

   String header = entity.getHeader("Content-Disposition"); 

   String file_name = header.substring(header.lastIndexOf("¥¥") + 1, header.length() - 1); 

   ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream(); 

   out.write(entity.getBytes()); 

   mail.addAttachment(file_name, out.toString("8859_1")); 

  } 

  MailSender sender = new JavaMailSender(mail); 

  try { 

   sender.send(); 

  } catch (MailSenderException e) { 

   msg = "Failed."; 

  } 

%> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE>Send mail</TITLE> 

 </HEAD> 

 <BODY> 

  <H2><%= msg %><H2> 

  <A href="sender.html">return</A> 

 </BODY> 

</HTML> 
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<実行画面（結果）> 

 

添付ファイル 

ファイルを添付してメール送信する場合、RFCの規約によりファイルのデータそのものをエンコードした

のちにメール本本も含めたメール情報全体をエンコードしてからSMTPサーバに対して送信する必要

があります。 

 

添付ファイルと処理速度 

添付ファイルを送信する場合、ブラウザがWebサーバに対してファイルデータを送信し、その情報を

受信したアプリケーションサーバがメール送信処理を行います。 

1つのメール送信に対して複数のネットワークを介しますので、サイズの大きなファイルを添付してメ

ール送信する場合には、メール送信処理に時間がかかってしまう場合があります。 
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 3 外部プロセスの呼び出し 
実 行中 のintra-martアプリケーションから他 のプログラムを実行 するには、java.lang.Runtimeクラスの

exec() メソッドを利用します。この関数は、指定の文字列コマンドを新しいプロセスとして実行します。 

サンプル 

java.lang.Runtime runtime = java.lang.Runtime.getRuntime(); 

java.lang.Process process = runtime.exec(command) 

process.waitFor(); 

command を コ マ ン ド と し て Ｏ Ｓ に 渡 し て プ ロ セ ス を 実 行 し ま す 。 java プ ロ グ ラ ム 側 で は 、

java.lang.ProcessのインスタンスprocessのwaitFor() メソッドにより、新しく実行したプロセスの終了を

待ちます。 

 commandによるプロセスは、Appl ication Runtimeの動作している環境で実行されます。他のサーバの環境

では実行できません。 

 プロセスを実 行 するためのコマンドはＯＳにより異 なります。Appl ication Runtimeの実 行 環 境 に合 わせて

commandを指定するようにしてください。 

 詳細は、JAVAのAPI仕様を参照してください。 
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 4 XML形式のデータを扱う 
XMLパーサを利用することにより、XML形式のデータを解析して、目的のデータを取り出すことができま

す。 

XML（Extensible Markup Language）は環境にとらわれない非常に柔軟性の高い汎用的な規約とな

っています。これにより、他のアプリケーションとXMLファイルを通してデータのやりとりをスムーズに行うこ

とができます。 

 

XMLパーサーとデータの取得 

intra-martのAPIとして提供されているXMLパーサーを利用すると、XML形式のデータを解析してDOM

（Document Object Model）ツリー形式に変換します。XMLの各タグやその中に記述されているデータ

をDOMツリーオブジェクトから取得する事ができます。 

 

 

 

 XMLおよびDOMツリーに関しては、W3Cが規約を定めています。最新の情報に関してはW3Cのホームページ

等を参照してください。 

 XMLパーサーに関しては、W3CおよびSAXのホームページ上で最新の技術情報が公開されています。 

 詳細は、APIリストの「アプリケーション共通モジュール」の「java.xml.parsersパッケージ」を参照してください。 
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 5 デバッグ手順 
開発者が作成したJSPファイル中にJSPタグ<% %>を用いてSystem.out.println関数を埋め込むことで、

DOSコンソール画面に変数情報を表示することができ、デバッグに利用することができます。 

例  <% System.out.println(debug); %> 

<デバッグ記述例> 

<%@ page contentType=”text/html; charset=Shift_JIS” %> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN”> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Hello intra-mart.</TITLE> 

</HEAD> 

<%! String debug = “デバッグ情報”; %> 

<%! String msg = “こんにちは イントラマートです”; %> 

<% System.out.println(debug); %> 

<%=msg %> 

</BODY> 

<HTML> 

 

＜デバッグ結果表示画面＞ 

 ここでは、簡単なJSPのデバッグ手法しか説明しておりません。実際には、eBui lderなどによる実際的なデバ

ッグや、構 文 チェックなど高 度 なデバッグ機 能 と組 み合 わせながら開 発 を進 めて行 くことになります。

eBui lderのTRY版がパッケージに同梱されていますので、ぜひお試しください。 
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プログラム開発環境をサポートする「eBuilder 5.0」 

別売のintra-mart 「eBuilder Ver5.0」を活用することにより、ユーザアプリケーションを効率よく開発

していくことができます。intra-mart 「eBuilder Ver5.0」には、プレゼンテーションページとファンクショ

ンコンテナからなるページベース開 発 モデル用 「 intra-mart eBui lder Page Producer 」と JSP、

ServletからなるJ2EEベース開発モデル用のオープンソースの統合開発環境である「eclipse」に対

するプラグインとして利用できる「eBuilder Framework Producer」の2種類が用意されています。 

詳細は、チュートリアルガイドの「8 intra-mart eBui lder Ver5.0」を参照してください。 
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 6 ページベース開発モデルとの連携 
ここでは、ページベース開発モデルの画面からフレームワークの画面へ遷移する方法について説明しま

す。下記の方法で、ページベース開発モデルの画面からim-J2EE Frameworkの画面へ遷移することが

できます。この方法を応用してログイン画面の遷移をカスタマイズすることにより、標準提供のメニュー

表示のないシステムを構築することもできます。 

なお、intra-martにログイン済であることが前提となりますのでご注意ください。 

メニューを介さないでフレームワークの画面を表示する方法 

標準でインストールし、web.xmlで/ServiceServletのURLマッピングに関連するところを修正していない

場合、以下のようなリクエストを出せば表示することが可能です。 

http://<サーバIPアドレス>[:<サーバポート>]/<コンテキストパス>/[アプリケーションID]-[サービスID].service。 

ページベース開発モデルの画面からフレームワークの画面へ遷移する方法  

上記と同じリクエストを行います。 

 

ページベースの画面のフォームのサブミットでim-J2EE Frameworkに遷移する例を以下に示します。 

sample.js 

 

 var group_id; 

 var user_id; 

 var referrer; 

 var url; 

 

 ・・・ 

 

 function init() { 

  ・・・ 

  group_id = Module.client.get("group"); 

  user_id = Module.client.get("id"); 

  referrer = Web.location(); 

  url = URL.createSessionURL("ConnectServlet"); 

  ・・・ 

 } 

 

sample.html 

 

 ・・・ 

 <FORM name="frmInfo" method="POST" action=<IMART type="string" value=url></IMART>> 

 <INPUT type="hidden" name="argument" value="application=<アプリケーションID>,service=<サービス

ID>"> 

 <IMART type="hidden" group=group_id></IMART> 

 <IMART type="hidden" account=user_id></IMART> 

 <IMART type="hidden" referrer=referrer></IMART> 

 </FORM> 

 ・・・ 
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 7 モジュールの組み込みと操作 
im-BizAPIは、「ユーザインタフェース層（タグライブラリ集）」、「ビジネスロジック層（Javaコンポーネント

集）、「業務基盤ツール」に分類されます。ここでは各モジュールについて、説明をおこないます。 
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ユーザインターフェース層 

ユーザインタフェース層に属する3つのモジュールを説明します。 

画面共通モジュール  

WebベースでのGUI開発でよく利用される画面部品のモジュールです。それぞれのモジュールに適当な

プロパティを設定して呼び出すだけで、データベースと連動したユーザインタフェースを簡単に作成で

きます。また、J2EEベース開発モデルには、JSPで利用できるintra-martタグライブラリを使用していま

す。タグライブラリの詳細は、次ページのコラム「タグライブラリ」を参照してください。 

ここで紹介した標準で用意されている画面共通モジュールのほかに、クライアントGUI環境を実現する

エクステンション・モジュール「IM-Curl（別売）」と、ユーザビリティの飛躍的な向上を実現するFlashを利

用したエクステンション・モジュール「IM-FComponents（別売）」も用意されています。 

 提供される画面共通モジュールの例  
一般的な入力コントロール系 ユーザインタフェース構築に必要となる一般的な入力コントロール（テ

キストフィールド、パスワードボックス、ラジオボタン、チェックボックス、テ

キストエリア など）を用意しています。これらのコントロール群は、サーバ

サイドのスクリプトやデータと連動が可能なコントロールとなります。 

レイアウト制御モジュール さまざまな条件により表示 すべき値を変化させたり、表 示する内容を

選択したりと通常はＨＴＭＬでは表現できないプログラム的な要素をプ

レゼンテーションページ内に定義することができます。 

 構築されたWebユーザインターフェースの例  
前述のオブジェクト／関数群を利用してHTML上で編集していくことで、細かなレベルのユーザインター

フェースの構築が可能になり、従来のVisualBasicなどによるユーザインタフェースと遜色がないスタイル

のWebシステムの構築が可能です。画面の作成例は以下のようになっています。 

 

<画面の作成例> 

クライアントGUI環 境 を実 現 する

画面共通モジュール：IM-Curl 

高度かつ複雑なユーザーインターフェイスを構築可能なリッチクライア

ントサイドWebプログラミング言語です。 
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 画面共通モジュールの詳細については、APIリストの「J2EEベース開発モデル」-「画面共通モジュール」を参

照してください。 

 IM-Curlの詳細に関しては以下の資料を参照してください。 

 ・ 製品に添付されている、Curlアプレットが相互に通信するアプリケーションを作成するために用意されて 

   いるCurl連携用APIを利用するためのチュートリアルガイド 

   「IM-Curl連携APIチュートリアルガイド」（im_curl_api_tutorial .pdf） 

 ・ APIリストの「J2EEベース開発モデル」-「ビジネスロジック層」-「アプリケーション共通モジュール」内の 

   jp.co. intra_mart.foundation. im_curlクラス 

 

 

タグライブラリ 

JSPで呼び出すには、intra-martタグライブラリを使用します。詳細は、APIリストのJ2EEベース開発モ

デルの「画面共通モジュール」を参照してください。 

使用例 

<imart: imartDateFormat value="<%= date%>" format="yyyy/MM/dd"/> 

 指定された日付データを文字列として挿入する。 

・タグライブラリリスト 

 calendar カレンダモジュールの画面HTMLソースを作成する 

 condition タグに挟まれた部分の実行の条件分岐（真偽） 

 dicis ion タグに挟まれた部分の実行の条件分岐（値指定） 

 imartDateFormat タグの指定された場所に、指定された日付データを文字列として挿入 

 imartEvent ブラウザ上で動作するイベント処理ロジックを設定 

 imartNumberFormat タグの指定された場所に、指定された数値データを文字列として挿入 

 loop 処理の繰り返し 

 repeat タグ内のネストされた部分の繰り返し処理 

 select コンボボックス（リストボックス）の作成 

 drawer 画像ファイルを作成しHTMLに表示する 

 

<スプレッドシート> 

 CellDataSelector スプレッドシートのセルの選択 

      （サンプル） <imtag:ColumnDataSelector bgColor="white" fgColor="red"> 

  . . . 

  <imtag:SelectionSubmitter formName="myform"  

     appl ication="tagl ib" service="testform" /> 

  </imtag:ColumnDataSelector> 

  選択時のbgColorは”white”にする、fgColorは”red”にする。 

  下のサブミットボタンをクリックすることで、 

  選択されたセルの内容がサーバへ送信される。 

  
送信
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 ColumnDataSelector スプレッドシートの列の選択 

 RowDataSelector スプレッドシートの行の選択 

 SelectionSubmitter カーソル位置のスプレッドシートの行をハイライトにする 

 LineHighLight カーソル位置のスプレッドシートの行をハイライトにする 

 Sorting スプレッドシートの任意列で並べ替える 

 DynamicTable データベースデータの表作成 

 DBListPaging ベースモジュール（またはフレームワーク)のデータベース設定（またはマル

チデータベース設定）で設定されたデータベースを参照し、データを読み

込み、動的にテーブルの作成をします。 

 

 （サンプル） 

DBListPaging/ColumnとColumnSelectorタグのネストサンプル  

<imtag:ColumnDataSelector bgColor="red" fgColor="white"> 

<imtag:DBListPaging tableID="unit_table" tableName="b_m_unit" styleClass="test"  

   pageSize="10" indexLocation="both" indexSize="10"> 

   <imtag:Column attribute="unit_cd" tit le="Code" headerClass="header" styleClass="test"/> 

   <imtag:Column attribute="unit_name" tit le="Name" headerClass="header"/> 

   <imtag:Column attribute="notes" tit le="Note" headerClass="header"/> 

</imtag:DBListPaging> 

</imtag:ColumnDataSelector> 

     

 

<入力制御> 

 Validate 日付、英数字、数字などの入力制御 

 DblClickForbidden ボタンの制御 

 BackForbidden ブラウザの「戻る」ボタンの無効化 

 

<メニュ> 

 PopMenu ポップアップメニュー制御 

 

<メッセージプッシュ> 

 Push 送信側で入力されたメッセージをクライアント側にプッシュする部品です。

受 信 側 のJSPで、このタグを利 用 することで、画 面 をリロードしなくても、動

的に送信側のメッセージを取得し表示することができます。 
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グラフ描画モジュール（プレゼンテーション・ページ）  

グラフの画像ファイルをサーバサイド作成して、ブラウザ画面上にグラフを表示します。 

以下の5種類のグラフが利用できます。 

折れ線グラフ 

棒グラフ 

円グラフ 

レーダーチャート 

ポートフォリオ 

 グラフ描画の設定  
intra-martタグライブラリのDrawerタグを利用します。 

Drawerタグの属性dataにjp.co.intra_mart.foundation.drawer.AbstractDrawerをスーパークラスとし

たインスタンスを渡すことによりグラフの画像ファイルをHTMLに表示します。 

 

AbstractDrawerをスーパークラスとした、グラフ描画クラスは以下の５種類です。 

クラス グラフの種類 

jp.co. intra_mart.foundation.graph.BarGraphDrawer 折れ線グラフ 

jp.co. intra_mart.foundation.graph.CircleGraphDrawer 棒グラフ 

jp.co. intra_mart.foundation.graph.LineGraphDrawer 円グラフ 

jp.co. intra_mart.foundation.graph.PortFol ioDrawer レ ー ダ ー チ ャ

ート 

jp.co. intra_mart.foundation.graph.RadarChartDrawer ポートフォリオ 

 

棒グラフ描画のの記述例は以下のようになります。 

<%@ page contentType="text/html; charset=Windows-31J" pageEncoding="Windows-31J" %> 

<%@ taglib prefix="imarttag" uri="http://www.intra-mart.co.jp/taglib/core/standard" %> 

<%@ page import="jp.co.intra_mart.foundation.graph.*" %> 

<%@ page import="java.awt.Color" %> 

<% 

  // 棒グラフの作成 

  BarGraphDrawer drawerBar = new BarGraphDrawer(0, 60, 10); 

  drawerBar.setWidth(300); 

  drawerBar.setHeight(300); 

  drawerBar.setCaption(new String[]{"１月", "２月", "３月"}); 

 

  BarGraphObject objBar = new BarGraphObject(Color.black); 

  objBar.addData(50); 

  objBar.addData(10); 

  objBar.addData(30); 

  drawerBar.addData(objBar); 

%> 

<HTML> 

  <BODY> 

    <imarttag:Drawer data="<%= drawerBar %>" /> 

  </BODY> 

</HTML> 
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 新しいグラフの作成  
グラフを新規に作成する場合、AbstractDrawerを利用します。 

AbstractDrawerを継承したクラスを作成し、createImageメソッドをオーバーライドしてください。 

public class MyGraphDrawer extends AbstractDrawer { 

 

  public MyGraphDrawer( 

    super(); 

  } 

 

  protected void createImage(Graphics g) { 

 

    g.setColor(Color.red); 

    g.drawLine(0, 0, getWidth() - 1, getHeight() - 1); 

 

    g.setColor(Color.blue); 

    g.drawRect(0, 0, getWidth() - 1, getHeight() - 1); 

 

    . 

    . 

    . 

    . 

  } 

} 

 

createImageメソッドには画像描画の実行部分を記述します。引数のグラフィックコンテキストに対して、

グラフイメージを描画してください。 

グラフのプログラムソースはインストールディレクトリ/sourceに格納されています。具体的な記述方法は

プログラムソースを参照してください。 
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ビジネスロジック層 

ビジネスロジック層に属するモジュールを説明します。 

アプリケーション共通モジュール  

各アプリケーション開発に必要な処理ロジックのモジュールが、使いやすくオブジェクト化されています。

これらオブジェクトをビジネスロジックに組み込んで編集していくことで、余計なロジックの作り込みをせ

ずに多階層アーキテクチャに基づいたWebシステムの開発を短期間でおこなうことが可能になります。 

 提供されるアプリケーション共通モジュールのオブジェクト概要  
アプリケーション開発に必要な処理ロジックのモジュール（セッション管理やDBアクセス）が使いやすくオ

ブジェクト化されて提供されています。このオブジェクトの利用により、ページをまたいだセッション管理を

実現することができます。またフッター等に利用する会社名称や各種データベースへのログインユーザ

名等の情報も、このオブジェクトから利用できます。これらのオブジェクトをアプリケーションロジックに組

み込んで編集していくことで、余計なロジックの作りこみをせずに複雑なWebシステムの開発を短期間

でおこなうことが可能になります。その他、アプリケーションの環境変数を含めた各設定値へのアクセス

用オブジェクト、区分コードへのアクセス用オブジェクト、データベース関連の汎用オブジェクト、日付関

連オブジェクト、デバック関連オブジェクト、URL管理オブジェクトなど多数用意されています。これらによ

り、現在接続している社員コードや、直前に表示したHTMLページ名などさまざまな情報にアクセスでき

ます。 

また、複数DBへの同時アクセスメソッドや大量の検索データに対して、指定した件数ごとに結果を画

面表示する機能の検索ストリーミング、アプリケーションロック機能、XML対応モジュールなど、高度な

機能が含まれています。 

 アプリケーション共通モジュールの詳細については、APIリストの「Ｊ２ＥＥ開発モデル」-「アプリケーション共通モ

ジュール」を参照してください。 

メール連携モジュール  

本モジュールを利用することで、SMTP/POP3互換のメールサーバに対するメールの送信処理を行うこ

とができます。 
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 メールサーバの設定  
メールサーバの設定は、conf/jp.co.intra_mart.foundation.confファイルで行います。記述例は以 下の

通りです。  

<メールサーバー設定 > 

 <!-- 

# [06] 

# メールサーバ（SMTP SERVER）のアドレスを指定 

  #     メール送信機能を使用するときのみ指定 

  # IPアドレス指定のほうが、DNSサーバへの問い合わせの時間がない分処理時間が短くなる。 

  # imAS軽  imIS **  imBS軽  imFS **  

• > 

<smtp-server host=”localhost”/> 

 

 

サンプルプログラムの紹介 

メール連携モジュールのサンプルプログラムが下記に用意されています。 

 sample/jsp/extra/sendmail/section2/mail2-2.jsp 

また、メール送信 の方法 については本 書第3章 「さまざまなJavaコンポーネント群 （im-BizAPI）の利

用」の「2 メール送信」を参照してください。 

サンプルでは、理解しやすくするためにJSPファイル中に呼び出しのコーディングが記述されています。

J2EEフレームワーク利用時などは、適切な位置に、盛り込むようにしてください。 
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外部ソフトウェア接続モジュール  

市 販 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン パ ッ ケ ー ジ か ら im-BizAPI の 各 種 API を 呼 び 出 し て 直 接 利 用 す る な ど 、

intra-martと外部ソフトウェアを簡単に連携・接続できるモジュールです。連携・接続する方法には、次

の2通りの方法が用意されています。 

ひとつは、この「連 携 APIコネクタ」がフレームワークの中 のim-B izAP Iと連 携 するためのJavaベース

API と し て 提 供 さ れ て い る の で 、 外 部 ソ フ ト ウ ェ ア が Java 実 行 環 境 で あ れ ば 任 意 の プ ロ セ ス と

im-B izAP Iを連 携 させる方 法 です。例 えば、市 販 のポータルサーバ製 品 と組 み合 わせて、ポータル

画 面 中 にintra-martの画 面 を表 示 したり、他 のアプリケーションと連 携 してバッチ動 作 する独 自

のJavaプロセスからユーザアカウント情 報 を操 作 したりすることが可 能 です。 

 

 

2つ目の方法としては、外部ソフトウェアからWebサービスによりim-BizAPIの各種APIを呼び出すことも

可能です。 

 

 

 外部ソフトウェア接続モジュールの詳細に関しましては、APIリストの、「Developer's Guide」の「外部ソフトウェ

ア接続モジュール」を参照してください。 

ERP連携モジュール  

SAP JCo技術を利用し、SAP APIをライブラリ化しました。標準のJava技術を用いて、アドオン開発を

低コストで行えます。※intra-martベースモジュールアドバンスド版のみの機能です。 

@ 

 現在提供しているERP連携モジュールには、SAPとの連携ができる豊富なAPIが用意されています。その他

のERP用の連携モジュールも順次追加して行く予定です。 

 詳細に関しては以下の資料を参照してください。 

 ・ 製品に添付されている、SAP R/3とリアルタイムに連携するためのチュートリアルガイド 

   「ERP連携モジュール・チュートリアルガイド」（im_sap_api_tutorial .pdf） 

 ・ APIリストの「J2EEベース開発モデル」-「ビジネスロジック層」-「ERP連携モジュール」 

 SAP、SAP R/3、SAP JCO、製品内に記載するSAPの製品/サービス名は、すべてドイツおよびその他の国に

おけるSAP AGの商標または登録商標です。 
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業務基盤ツール 

業務基盤ツールの属するモジュールを説明します。 

 アクセスセキュリティモジュール  

ログインするユーザーの認証機能はもちろん、ユーザーのアクセス権に応じた固有のWebページを表示

することができます。たとえば、一般社員がアクセスしたときには、アクセス権限のないページはメニュー

にもあらわれないため、ユーザーはその存在を一切意識することはありません。しかし、管理者がアクセ

スした場合には、同じページでも管理者が利用できるメニューまで表示されることになります。アクセス

セキュリティモジュールを利用することで、このようなユーザーに応じて内容の異なるページ構成を組む

ことが可能になります。設定方法についてはアドミニストレータ・ガイド第2章「5 アクセスセキュリティの

管理」および「7 アプリケーションの登録」を参照してください。 

 

<ログインするユーザーごとにアクセス権限のあるページメニューが表示される> 

intra-mart Ver5.0から、ユーザごとの言語の切り替えや画面のテーマカラーの選択が可能となりました。

また、これまでユーザ情報の設定はシステム管理者がすべてを行う使用でしたが、システム管理者の

配下にログイングループ管理者を設定し、ログイングループ管理者がユーザ情報の設定を行えるよう

になりました。 
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さらに、アクセスセキュリティの各機能はAPI化されており、それらを利用して、独自のメニュー画面を作

成することもできます。 

また、intra-martでは完全なSecure Sockets Layer(SSL)サポートを提供します。これにより送信される

コンテンツに対して、暗号化セキュリティをかけることが可能になります。 

 

 ここで紹介したintra-mart標準のアクセスセキュリティモジュールのほかに、エクステンション・モジュール（別

売）として、「IM-ＳｅｃｕｒｅＳｉｇｎＯｎ」を用意しています。「IM-ＳｅｃｕｒｅＳｉｇｎＯｎ」は、独自のエージェント型リバース

プロシキー方式により適用範囲が広く、導入・運用が容易なシングルサインオンを実現します。詳細は、本

書第 3章 「さまざまなJavaコンポーネント群（im-BizAPI）の利用 」の「9 エクステンション・モジュールの組み

込みと操作」を参照してください。 

ワークフロー・モジュール  

本モジュールを利用すると、Webブラウザベースのワークフローを効率良く構築することができます。作

成したアプリケーションを「タスク」としてドキュメントワークフローに登録するだけでワークフローに対応し

たアプリケーションとして利用できます。標準添付のワークフローには、通常のワークフローのほかに、申

請者が申請時に承認者を選択する「申請者ルート作成ワークフロー」も含まれています。ワークフロー

機能の詳細は、別冊の「ワークフローガイド」を参照してください。 

ビジネスプロセスワークフローモジュール（アドバンスド版には標準装備）  

申請・承認が中心となるドキュメント・ワークフロー（標準のワークフロー・モジュールやIM-ワークフローデ

ザイナーなど）とは異なり、ビジネスプロセスワークフローモジュールでは業務処理のプロセスをあらかじめ

登録しておくことで、業務処理をそのまま自動化することができます。このため、事務処理の適正化を

図ることができ、作業効率を大幅に向上させることができます。ビジネスプロセスワークフロー機能の詳

細は、別冊の「ワークフローガイド」を参照してください。 

バッチ管理モジュール  

intra-martは、バッチサーバによるプログラム実行のスケジューリング機能を提供しています。バッチ実

行したいロジックの記述されたバッチプログラムを作成し、バッチ設定画面にて起動日時を設定してく

ださい。 

 バッチプログラムはview（画面）を持たないため、J2EE Frameworkを利用して作成することはできません。

また、画面やWebの仕組みに関わる機能（ファイルのダウンロードなど）を行うこともできません。 

 バッチ管理モジュールの詳細と設定に関しては、アドミニストレータ・ガイドの第2章「10 バッチ管理の操作」

を参照してください。 

 

Javaで記述したバッチプログラム 

バッチ実行するロジックをJavaで記述するためにはintra-martで提供されているインタフェースクラス

jp.co. intra_mart.foundation.server.batch.ProcedureComponentを実 装 する必 要 があります。イン

ターフェース仕様の詳細に関しては、APIリストの「Ｊ２ＥＥベース開発モデル」-「ツールズ」-「バッチ管理

モジュール」を参照してください。 
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ポータルモジュール  

ポータルモジュールは、intra-martのログイン初期画面にあらかじめ用意したページ（ポータルアプリケー

ションでは、ポートレットと呼びます）を表示させるモジュールです。よく利用するアプリケーションの画面

やユーザに情報を見るように喚起する画面などを一覧表示することで、業務効率をあげることができ

ます。 

さまざまなアプリケーションで作成したページをポートレットとして自由にレイアウトして、ポータル画面を

作成することができます。ポータル画面は複数作成することができ、ユーザが切り替えて表示すること

ができます。さらに、組織やロール、ユーザによって利用できるポータル画面を切り替えることで、業務に

最適な画面を提供することができます。 

 

<会社・組織、ユーザごとのポータル> 

 

 ポートレット用ページの作成  
ページベース開発モデルおよびJ2EEベース開発モデル、フレームワーク開発モデル、外部URLでポータ

ル画面に表示させたいページをポートレット用に作成します。なお、intra-martには、あらかじめサンプル

のポートレット用のページが用意されています。 
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 ポータルとして表示させたい画面は、通常の画面ではなく、ポータルモジュールの規約にともない変更する

必 要 があります。ポータル用 のページ作 成 方 法 については、APIリストの[Ｊ２ＥＥベース開 発 モデル]-[ツール

ズ]-［ポータルモジュール］-［ポータル］-［開発ガイド］を参照してください。 

 ポートレットの登録や各種ポータル画面に関しては、アドミニストレータガイドの第2章「9 ポータルの設定と

操作」を参照してください。 

 ポータルには、サンプルのポートレットなどのデータが用意されています。サンプルの登録をおこなうとこれらサ

ンプル画面が利用できるようになります。サンプルは、［サンプル］-［サンプル用データ］画面で登録すること

ができます。サンプルは、以下のフォルダに用意されています。 

  %Resource Service%/sample/portal/standardフォルダ 

  %Appl ication Runtime%/portal/sampleフォルダ 

 

ViewCreator  

ViewCreatorは、intra-martの画面上からデータベースを操作することができるツールです。既存のデ

ータベースから、そのデータ構造を読み取り、データを明細表示するビュー画面と詳細データの参照更

新が行えるフォーム画面を自動生成します。データベースから直接データ構造を読み取るほかに、テー

ブル定義テイストなどの情報からビューやフォームを作成することもできます。表示項目を絞り込んだり、

並び順の変更、項目単位のアクセス権設定などが用意されていますので、既存データベースをもとに

したEUC（エンドユーザコンピューティング）が実現できます。 

ViewCreatorの操作に関しては、アドミニストレータガイドの第2章「13 ViewCreator」を参照してくださ

い。 
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 8 ユニットの組み込みと操作 
intra-martベースモジュール/フレームワークには、再利用できるソフトウェア部品としてユニットが用意さ

れています。これらは、以下のようにユーザアプリケーションに組み込むだけで利用できるようになります。

また、これらユニットはソースコードが公開されておりますので自由にカスタマイズすることができます。 

 

 

アプリケーション共通マスタunit  

会社データ、組織データ、グループデータ、取引先データ、顧客データ、商品データなど、システム開発

でよく利用するマスタが標準で用意されています。これらのマスタを利用することにより、設計工程まで

含め短期間でのシステム開発が可能となります。各intra-martアプリケーションシリーズと連携したシス

テムが開発でき、また、マスタにアクセスするためのAPIなども標準で用意されています。詳細について

いは、アドミニストレータ・ガイドの「4 アプリケーション共通マスタunitの利用-1」と「9 アプリケーション共

通マスタunitの利用-2」、および別冊「アプリケーション共通マスタ説明資料」を参照してください。また、

APIに関しては、アプリケーション共通モジュール「jp.co.intra_mart.foundation.appcomn」パッケージを

参照してください。 

 intra-mart Ver5.0から、各マスタは日付で履歴管理することができます。 

カレンダーunit  

カレンダーunitを組み込みと、カレンダーマスメンテナンス画面で設定したデータと連携したカレンダー

画面を表示することができます。カレンダー画面を利用すると、会社の休日や営業日を考慮した日付

の入力が行えます。 
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呼び出し方法 

intra-mart が標準で提供している拡張タグライブラリのCal_viewタグを利用することによりカレンダー

を画面に貼り付けることができます。 

 

 <imtag:Cal_view year="2003" month="6"/>  

 

上記の例では画面上にカレンダーを表示するだけですが、様々なオブションを駆使することで、カレン

ダーの表示形状を変更したり、ユーザのクリックアクションに対する応答を定義することも可能です。 

タグライブラリの仕様に関しては、製品に付属のAPIリストを参照してください。 

カレンダーデータの受け取り方法  

タグのclick_actionオプションに対して、クライアントサイドのJavaScript で記述された関数名を指定す

ることで、ユーザが選択(クリック)した年月日情報を取得することができます。 

 

 <SCRIPT language="JavaScript"> 

 function click_date(nDate, sName, bHoliday) { 

      var dClick = new Date(parseFloat(nDate)); 

      var sStr = dClick.toString(); 

      sStr += " [ " + sName + " ]"; 

      sStr += " [ " + bHoliday + " ]"; 

      window.alert(sStr); 

 } 

 </SCRIPT> 

  <imtag:Cal_view year="2003" month="6"/> 

カレンダーマスタメンテナンス 

カレンダーマスタメンテナンスでは、曜日、会社独自の休日や営業日等を管理する機能を持っていま

す。 

 カレンダーマスタメンテナンスに関しては、アドミニストレータガイドを参照してください。 

 カレンダーunitは、以下のフォルダに用意されています。 

     インストールディレクトリ/pages/unit/almanac 

なお、カレンダーunitはページベース開発モデルにより作成されています。 
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ツリー表示unit  

ツリー表示unitを組み込むと階層化されたデータをツリー表示することができ、階層構造の把握やメニ

ューの選択が用意になります。［ページ］メニューの［ページ設定］画面の組織ツリー表示に利用されま

す。ツリー表示ユニットの詳細については、APIリストの「ユニット」-「ツリー表示」を参照してください。 

 

<ツリー表示ユニットの例（右）> 

i-mode unit  

i-mode unitを組み込むと、ユーザが作成し［システム設定］の［メニュー］で登録したページをi-mode対

応 の携 帯 電 話 の画 面 で見 ることができるようになります。i-modeに対 応 した画 面 を作 成 するには、

i-mode の 表 示 領 域 に 合 っ た ペ ー ジ を 作 成 し 、 ［ シ ス テ ム 設 定 ］ の ［ メ ニ ュ ー ］ で 登 録 す る 際 に 、

「PC/mobile」の項目で、「mobile用ページとしてのみ使用」または「PC/mobile用ページ両方で使用」を

選択します。また、利用するユーザの設定としては、「ユーザ設定」の「mobile用設定」で、あらかじめいく

つかの項目を設定しておく必要があります。設定の詳細は、次項の「ページ管理マスタメンテナンスで

のi-modeの設定」をご覧ください。 

ページ管理マスタメンテナンスでのi-modeの設定  

作成したi-mode対応のページは、ログイングループ管理者が［ログインググループ管理］の［メニュー設

定］でページを登録する際に、「クライアントタイプ」の項目で「モバイル」を選択します。［メニュー設定］

の操作については、アドミニストレータ・ガイドの第2章「7 アプリケーションの登録」を参照してください。 

 

<[ログイングループ管理]の［メニュー設定］> 
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i-modeのアドレスとパスワードの設定 

i-mode用に作成し登録したページをi-mode対応モバイルで利用するには、ログイングループ管理者が

[ログイングループ設定]の[アカウント設定]で、ユーザごとにモバイル用メールアドレスとモバイル用パス

ワードの設定を行います。いったん設定されたモバイル用パスワードに関しては、各ユーザが一般ユーザ

でログインして、［ユーザ設定］の［モバイルパスワード設定］で変更することができます。 

 

<ログイングループ管理者の[ログイングループ設定]-[アカウント設定]> 

 

<［ユーザ設定］フォルダの［モバイル用設定］> 
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i-mode用外出設定 

intra-martから送信されるメールは、通常時は[ログイングループ設定]の[アカウント設定]で登録したメ

ールアドレスに送信されます。一般ユーザが［ユーザ設定］の［外出設定］で「外出」に設定しておくと、

通常のメールアドレスに送信されると同時に、i-mode用メールアドレスにも送信されます。 

設定は、一般ユーザの［ユーザ設定］-［外出設定］で行います。この機能を利用するには、ログイングル

ープ管理者が[ログイングループ設定]の[アカウント設定]で［モバイル用アドレス］を設定しておかなけ

ればなりません。 

 

<外出設定> 

 i -modeで、警告画面を使用するときは、Module.mobi le.alert()を使用してください。詳細は、「APIリスト」を参

照してください。 

 エクステンションモジュールの「IM-コンテンツトランスレーション」を利用すると、i-mode以外のさまざまなモバ

イル機器にコンテンツを自動変換することもできます。詳細は、次節の「IM-コンテンツトランスレーション」を

参照してください。 
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 9 エクステンション・モジュールの組み込みと操作 
エクステンション・モジュールは、intra-martベースモジュール/フレームワークに標準添付されているモジ

ュールとは別に用意されているモジュール群です。より高機能なモジュールが必要なユーザのために各

種エクステンション・モジュールが用意されており、必要に応じて組み込んで標準のモジュールと同様に

ご利用いただけます。現在用意されているモジュールについて説明します。 

画面共通モジュール拡張 

標準で用意されている画面共通モジュールのほかに、ユーザビリティの飛躍的な向上を実現するエク

ステンション・モジュール「IM-Curl（別売）」と「IM-FComponents（別売）」が用意されています。 

   IM-Curl（別売） 
intra-martと連携したビジュアルなクライアントGUI環境を実現する、エクステンション･モジュールです。

ユーザビリティの飛躍的な向上と効率的な開発を実現します。 

IM-Curlは、高度かつ複雑なユーザーインターフェイスを構築可能なリッチクライアントサイドWebプログ

ラミング言語です。IM-Curlは、J2EEベース開発モデルのみの提供です。 

 

● IM-Curlは、俊敏な操作性と豊かなGUIを提供します 

最近のWeb業務アプリケーションは、クライアントの表現力や操作性が求められています。 

IM-Curlは、HTMLライクなテキストフォーマットから高パフォーマンス3Dグラフィックスまで、広範囲な開

発記述能力を持っています。 

 

<IM-Curlの画面例> 

 

● IM-Curlは、サーバ負荷を軽減します 

Webアプリケーションが高度になるほどサーバには負荷がかかりますが、IM-Curlでは、実用性に優れた

アプリケーションの処理をクライアントサイドで実装することにより、サーバに負担を減少させ、通信帯域

の有効活用をします。 

IM-Curlはアプリケーションの処理をサーバとクライアント側(各PC）に分散させる事により、より高速でサ

ーバの負担がないスムーズな処理を実現します。 
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 詳細に関しては以下の資料を参照してください。 

 ・ 製品に添付されている、Curlアプレットが相互に通信するアプリケーションを作成するために用意されて 

   いるCurl連携用APIを利用するためのチュートリアルガイド 

   「IM-Curl連携APIチュートリアルガイド」（im_curl_api_tutorial .pdf） 

 ・ APIリストの「J2EEベース開発モデル」-「ビジネスロジック層」-「アプリケーション共通モジュール」内の 

   jp.co. intra_mart.foundation. im_curlクラス 
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帳票印刷モジュール拡張 

帳票印刷モジュール拡張として、よりきめ細かな帳票の印刷に対応したモジュールや、大量の帳票印

刷に適したエクステンション・モジュールがオプションで用意されています。 

IM-PDFデザイナー  

PDFを採用することにより、より複雑な帳票形式への対応が可能となるモジュールで、単票および連帳

にも対応します。ビジュアルな帳票デザイン作成ツールである「IOWebDoc」で帳票フォーマットを作成し

ます。ユーザアプリケーションからのデータとレイアウト定義ファイルからPDFファイルを作成し、Acrobatを

起動して印刷します。 

 IM-PDFデザイナーを組み込んだ例  

 

<組み込まれたIM-PDFデザイナーの帳票サンプル画面> 
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 IM-PDFデザイナーの動作概要  
IM-PDFデザイナーを組み込むと、intra-martのモジュールの一つとして動作します。 

intra-martのアプリケーションとして動作するJavaプログラムでIM-PDFデザイナーにより提供されるAPI

を利用することにより、データベースから取得したデータなどを帳票データとして帳票フォーマットにした

がってPDFファイルを作成することができます（シンプルな帳票から複雑な帳票まで、様々な表現が可

能です）。 

ページベース開発モデルで実現した例になりますが、勤怠管理のサンプルでは、［PDF印刷］ボタンをク

リックするだけであらかじめ作成しておいた帳票デザインをもとに帳票のPDFが作成されます。その後、

PDF表示用のAcrobatが自動起動し、帳票が画面に表示されます。印刷は、Acrobatから行うようにな

っています。 

（J2EEベース開発モデルにおいても、同等の機能を実装可能です）。 

 

 

 複数アプリケーションサーバ環境でのIM-PDFデザイナーの利用  
アプリケー シ ョンサ ー バを 複 数 配 置 し ている環 境 でIM-PDFデ ザイナーを 利 用 す るには、 Storage 

Service上でIM-PDFデザイナーを稼働します。これにより、生成したPDFファイルをStorage Serviceで

一元管理することができます。 

 

<複数アプリケーションサーバ環境で、IM-PDFデザイナーを利用する> 

 コーディング例に関しては、PDFデザイナーに同梱されている「プログラマーズガイド」を参照してください。 
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IM-XRFコンポーザ（大量帳票印刷）  

Webシステムの信頼性強化にともない、オフコンや汎用機の置き換え案件が急増しているなかで、従

来行ってきているサーバでの大量帳票印刷は続けたいという課題があります。PDFデザイナーを利用す

ることもできますが、生成されたPDFファイルのサイズが大きくクライアントへの配布に時間がかかという

問題があります。IM-大量帳票印刷オプション「IM-XRF Composer」を利用することにより、大量帳票印

刷時の問題を簡単に解決することができます。 

• ファイルサイズが非常にコンパクトで、PDF の 1/5 以上の高圧縮です。 

• ファイル生成時間や印刷時間を短縮することができます。 

• 設定により、画面表示せずにダイレクトに指定したプリンタへも出力することができます。 

 ブラウザに専用プラグインのインストールが必要です。プラグインは無償配布しています。 

 フォームヘルパーにより帳票フォームの作成もGUIベースで可能です。 

 詳細については、「IM-XRF Composer」に付属のマニュアルを参照してください。 
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アクセスセキュリティ・モジュール拡張 

標準で用意されているアクセスセキュリティ・モジュールのほかに、シングルサインオンを実現するエクス

テンション・モジュールがオプションで用意されています。 

 

IM-SecureSignOn（セキュア・サイン・オン）  

IM-SecureSignOnは、シングルサインオンを実現するツールです。社内のさまざまなWebシステムへのロ

グインも、このSecureSignOnに一度ログインするだけ、すべての認証が完了します。独自のエージェント

型リバースプロキシー方式により、適応範囲が広く、導入・運用が容易なシステムです。すでに、NTTデ

ータ社内で1万人規模のシングルサインオンとして活用されています。 

 

  

 

 IM-SecureSignOnの特徴  
• 大規模、異種環境下での利用が可能 

• エージェントインストール型リバースプロキシー方式により、「クライアントの設定が不要」「大規模環境に

段階的な導入が可能」「Web サーバ、OS を問わない」というエージェントプラグイン、リバースプロキシー

方式両者の特徴を備える。 

• すでに多くの Web サーバが稼動しているときに段階的な導入が可能(すべてのアクセスを集中する

Proxy サーバは不要）。 

• ACL はサーバごとに分散管理している（集中管理機能を構築中）。 

• ほぼ Web サーバを選ばない方式である 

• 認証モジュールは WindowsNT、Solaris、Linux での動作を確認済み。 

• CGI を使って名前、メールアドレス、所属部署などのユーザ情報がとれる 

• バックエンドユーザデータベースは LDAP 及び NT ドメインをサポート。プラグインにより独自データもサポ

ート可能 

• 電子署名によりアクセスチケットの改竄は不可能 
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 シングルサインオンを実現する３つの方式  
シングルサインオンを実現するには、一般的にリバースプロキシー方式とエージェントモジュール方式の2

つの方式が考えられます。IM-SecureSignOnでは、これら両者の長所を兼ね備えた独自のエージェント

インストール型リバースプロキシー方式を採用しています。 

 

 

 詳細は、IM-SecureSignOn附属のマニュアルを参照してください。 
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ワークフロー・モジュール拡張 

標準で用意されているワークフロー・モジュールのほかに、エクステンション・モジュールとして「IM-ワーク

フローデザイナー（別売）」、「IM-FormatCreator（別売）」、そして「IM-ΣServ（別売）」の３つが用意され

ています。 

IM-ワークフローデザイナー（アドバンスド版には同梱）  

プロセスが並列、結合、条件分岐するなど、より複雑な状況にも対応するワークフロー機能です。プロセ

ス結合時や分岐する際の処理は、分岐処理、結合処理として設定し実行することができます。 

 IM-ワークフローデザイナーの詳細は、別冊の「ワークフローガイド」を参照してください。 

 

IM- Format Creator  

Format Creatorは、電子申請のための申請書を自動生成するソリューションです。用意されている作

成ウィザードに従うだけで簡単に作成でき、様式に変動があった場合にもすばやく対応できます。「人

事異動」などのイベントを選択するだけで、必要となる申請書が自動的に表示されるなど、運用に即し

た機能が用意されています。しかも、intra-martのワークフローと連携して、作成した申請書の申請や

承認といった一連の流れをそのままシステム化できます。 

 詳細は、別冊の「ワークフローガイド」およびIM-Format Creator附属のマニュアルを参照してください。 

IM-Σ Serv（別売） 

IM-ΣServは企業内に分散している複数の既存システムを連携する、バックエンドシステム統合プラット

フォーム(ESB)です。システム間のデータの一貫性を保証する機能も実装しており、Webサービス同士

を高信頼に連携させるアプリケーションを、容易に開発することが可能です。 

ビジネスプロセスワークフローモジュールと連携することで、バックエンドも含めたダイナミックかつミッショ

ンクリティカルなシステム統合が実現します。 
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外部ソフトウェア連携ソリューション 

ｉｎｔｒａ－ｍａｒｔでは、各社が提供する外部ソフトウェアを利用するための連携ソリューションを用意してい

ます。 

統合検索ソリューション  

IM-統合検索ソリューションは、（株）ジャストシステムの「ConceptBase 」と連携することで、MS-Word 、

一太郎、MS-Excel 、PDF ファイルなどさまざまなファイル形式のドキュメントから自然文によるナレッジ

検索を行うことができる文書検索システムです。 

ConceptBaseサーバとＳtorage Service間の接続モジュールを提供することにより、ConceptBaseの強

力な文書検索機能を利用したシステムの構築が可能となります。また、検索した文書から、内容やド

キュメントの要約をテキストで取得することもできます。 

Conscept Base Searchは文書ファイルを対象とした検索、CB RDB Gateway はRDB内の情報を対

象とした検索、CBゲートウェイfor Lotus NotesはNotes DBを対象とした検索が可能となります。 

 

マルチデバイスソリューション  

フレックスファーム社のX-Servletの利用により、マルチデバイスへのコンテンツ配信が可能になります。

詳細については、X-Servlet付属のマニュアルを参照してください。 

 

 ≪主な特徴≫ 
シングルURL ひとつのURLにアクセスすると、自動的にアクセスされた機種を認識します。 

シングルソース 1つのコードですべての国内移動体通信会社のアクセス方式に対応します。 

オートレイアウト アクセスされた機種に対応し、画像の変換やページの自動分割を行います。 
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 10 その他の機能 
intra-martには、次のような機能も用意されています。 

ソースセキュリティ機能 

ソースセキュリティ機能とは、Webサーバ上には画像ファイル（gifなど）、CSJS、appletなどHTMLから直

接参照しなければならない最低限度のファイルだけを配置し、メインのプログラムやデータはアプリケー

ションサーバやインフォメーションサーバに配置することで、Web経由での不正ファイルダウンロードを未

然に防ぐための機能です。intra-martは各サーバがネットワーク接続により別々のハードウェアで動作さ

せることができるので、Ｗｅｂサーバと別マシンで動作しているアプリケーションサーバやインフォメーション

サーバのプログラムファイル、またはStorage Serviceに保存されているデータファイルなどをＷｅｂ経由

で不正にダウンロードすることができません。 

アプリケーション・ロック機能 

アプリケーション・ロック機能（処理のトランザクション）を実現します。LockというＡＰＩを利用することで、

プログラムの直列処理を行うことができます。また、このＡＰＩは、アプリケーションサーバが分散している

場合においても、すべてのサーバで共通的にロックを掛けることができます。詳細は「APIリスト」を参照

してください。 

一意情報の取得機能 

このAPIは、Application Runtimeが分散している場合においても、すべてのApplication Runtimeでユニ

ーク（一意）の情報を取得することができる機能です（この機能は、Serial ization Serviceを利 用しま

す）。 

ファイル操作 

このアプリケーションは、Storage Serviceのシステムルート以下のファイルやディレクトリを操作するため

のユーティリティです。ディレクトリやファイルの新規作成、ファイルの削除やアップロード、名称の変更、

テキスト編集などが行えます。アップロードされたファイルはStorage Serviceに保存されます。 

 

<ファイル操作画面> 
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SQLクエリー 

データベース操作はデータベースに対してSQL文を直接実行するための簡易ツールです。接続先を選

択後、テキストエリアにSQL文を記入し、[実行]ボタンをクリックします。 

 

<SQLクエリー画面> 

データベースエラー時のトリガー関数呼び出し 

データベースエラー時に、imインフォメーションサーバルートのdberr.jsファイルのinit関数を呼び出します。

ここで、データベース切断時の再接続処理などを記述することができます。 

LDAPとの連携 

JavaのJNDIを利用してLDAP上の情報に対し、検索、更新、削除などが行えます。 

また、ログインユーザをintra-martとLDAP間で連携させることができます。アドミニストレータ・ガイドの第

1章「11 LDAPとの連携」を参照してください。 
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国際化対応 

以下の機能は、国際化（i18n）を考慮した設計および実装がされています。 

• ページベース開発モデル 

• im-J2EE Framework(Service Framework のみ) 

• アプリケーション共通マスタ 

• アクセスセキュリティモジュール 

 

これらを利用することにより、国際化されたアプリケーションの開発や、各アプリケーションの地域化など

が実現できます。 

 利用するロケールの種類は、運用開始前に予め決定してください。 

 運用中にロケールを追加すると、特にアプリケーション共通マスタでデータの不整合が発生しアプリケーショ

ンの動作に影響する可能性があります。 

 機能の詳細については、下記ドキュメントをご覧ください。 

  ・ＡＰＩリスト 

  ・im-J2EE Framework仕様書 

  ・アプリケーション共通マスタ説明資料 

  ・アクセスセキュリティ仕様書 

 

標準画面の作り方（共通画面デザイン） 

以下のドキュメントが用意されています。 

 

• 画面デザインガイドライン 

• スタイルシート仕様書 

 

画面デザインガイドラインに準じたＡＰＩも用意されています。ＡＰＩ仕様は、画面デザインガイドラインのドキ

ュメントに掲載されています。 

これを参考に、共通化ＡＰＩを利用して画面を作成することにより、製品標準の画面と同様の画面デザ

インでアプリケーション開発ができます。デザインが共通化されると、他の画面と見た目や操作性が統

一され、メニューから呼び出されたときに利用者が違和感無くアプリケーションを操作できるなどのメリ

ットがありますので、アプリケーション開発の際には、デザイン統一の方法としてこのガイドラインの利用

を検討してください。 

 ベースモジュール/フレームワークの持つ各画面ソースは、そのほとんどがプレーンな状態でインストールされ

ています。画面デザインガイドラインの適用方法や、ＡＰＩの使用例としてご活用ください。 
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 1 メッセージ設定 
%Server Manager%/conf/messageディレクトリに、Javaのプロパティファイル形式でメッセージを設定

します。 

 メッセージ設定の詳細は、「アドミニストレータガイド」を参照してください。 

 

ここで設定したメッセージを取得するには、MessageManagerクラスを利用します。 MessageManager

には、メッセージIDからメッセージ文字列を取得するgetMessage()メソッドが用意されています。このメソ

ッドは、ログインした際のロケールを元にメッセージを取得します。 

 jp.co. intra_mart.foundation.security.message.MessageManagerクラスの記述を参照してください。 
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 2 予約語一覧 
以下の用語は、intra-martの中で予約語として使用されていますので、使用することができません。 

• IMXXX (prefix が “ IM(im)”) 
• XXX（prefix が “ （アンダースコア）”） 

• intra-mart API で使用されているクラス、およびグローバル関数名 

• （intra-mart API では大文字を接頭辞として使用しています） 

• JavaScript、Java での予約語 
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 3 制限事項 
アプリケーション作成時のファイル名およびJavaScript関数名には次のような制限があります。 

ファイル名称 

ファイル名称に、次の文字は使用できません。 

¥ / : ; * ? ” < > | & # [ ] ( ) { } (space) (tab) 

 (全角文字等日本語は使用できません) 

 

 ファイル名とは、プレゼンテーションページ（.htmlファイル）とファイルコンテナ（.jsファイル）が対象です。データ

ファイルはこれに含まれません。 

ID、コード 

intra-martで提供している機能において、すべてのID、コード（ユーザIDなど）には、以下に示す文字を含

めることはできません。 

¥ / : , ; * ? ' " < > | & # + [ ] ( ) { } (space) (tab) 

(全角文字等日本語は使用できません) 

JS関数 

関数名称に、次の文字は使用できません。 

* < > [ ]  

(全角文字等日本語は使用できません) 

(その他、JavaScriptの仕様に依存します) 

 

 サーバ上で動作する関数に関しての制約です。クライアント上で動作する関数（HTML内）に関してはこれ

に含まれません。また、関数だけでなく、その関数の登録名称やメソッド名にもこの制約は適応されます。 
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