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 1 はじめに 

 

1 はじめに 

1.1 本書の目的 
 
本書は、IM-Curl 連携 API のサンプルプログラムを動作させる手順を読者に伝えることを目的とします。本書を通

読することで、IM-Curl 連携 API の利用方法を理解することができ、intra-mart 上の Web システムと Curl アプレッ

トが相互に通信しあうアプリケーションを作成することができるようになるでしょう。 

 
一方で、本書に含まれない内容もあります。それは以下のとおりです。 

 
 Java 言語の説明 

 JSP および Servlet などの ServerSideJava プログラミングに関する説明 

 J2EE 技術に関する説明 

 Curl に関する説明 

 J2EE ベースの intra-mart のプログラミングに関する説明 

 UML に関する説明 

 
対象読者の節でも触れますが、これらの知識は本書を読み進めるための前提条件にもなります。 

 
また、本書で動作させるサンプルプログラムはあくまでも、IM-Curl連携APIによるプログラム作成の流れを理解す

ることに主眼をおいていますので、必ずしもベストなコーディング方法とはいえない方法もあえて取っている個所

があります。あくまでも、サンプルとしての位置付けでとらえるようにしてください。 

 

1.2 対象読者または前提条件 
 
 IM-Curl 連携 API は Java 言語で記述された API です。Java 言語の知識がなくても通読できる内容になっ

ていますが、Java 言語の知識があれば、よりスムーズに使用方法を理解することができます。 

 
 本書は、Curl の解説を目的とするものではありません。したがって、本書を読み進めるために、基本的な

Curl に関する理解が必要になります。それほど高度な知識が必要になるわけではありませんが、Curl アプ

レットの作成方法、動作概要等を理解している読者を対象としています(また、それを強くお勧めします)。 

 
 IM-Curl 連携 API では、CSK(Curl Starter Kit)という Curl を開発する上で非常に有用なコンポーネントを

ひとつにまとめた、コンポーネント群を使用します。このコンポーネント群は Curl の開発環境である Surge 

Lab IDE の製品版に付属しております。実際に IM-Curl 連携 API を使用して intra-mart と Curl の連携ア

プリケーションを構築する際にはこのコンポーネント群が必須になりますので前もって購入しておく必要が

あります。 

 
サンプルアプリケーションを動作させるために必要な CSK は同梱してありますので、そのためだけに Surge Lab 

IDE を購入する必要はありません。 
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1.3 IM-Curl 連携 API の構造 
 

IM-Curl 連携 API とは、intra-mart 上の Web システムと、Curl アプレットが相互に通信するためのインタフェース

を規定し、またその通信内容を intra-mart でも Curl アプレットでも簡単に扱えるようにするための JavaAPI 群の総

称です。Curl では Web サーバとの通信に HTTP/HTTPS プロトコルを使用し、①GET/POST による通信、②XML

データの GET/POST による通信、③SOAP による通信の 3 つの方法を使用することができます。また、Curl での

汎用データ保持クラスとして使用される RecordSet クラスを使用すると、CSK にて提供されている recordset-to-xml

プロシージャ、elaborate-recordset プロシージャの 2 つのプロシージャを使用することにより Curl 内のオブジェクト

表現と文字列(XML)とを簡単に相互に変換することが可能です。IM-Curl 連携 API では上記 2 つのプロシージャ

で扱うことができる XML データを intra-mart 側で生成・解析する機能を提供します。 
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1.4 準備 
 

まず、最初にサンプルプログラムを実行するための準備をしましょう。 

 
本書で利用するサンプルプログラムは、intra-mart BaseModule か intra-mart Framework が必要です。バージョン

は「Ver5.1.0」を前提としています。開発用の環境に関しましては、それぞれの製品に付属するインストールマニュ

アルをもとに、開発用の環境を作成してください。 

 
また、Curl アプレットの実行に Surge RTE が必要になります。バージョンは「Ver3.0.7」を前提としています。開発用

の環境に関しましては、それぞれの製品に付属するインストールマニュアルを元に作成してください。Surge RTE

の ダ ウ ン ロ ー ド 方 法 、 開 発 環 境 の 購 入 に 際 し て は 株 式 会 社 カ ー ル の サ イ ト

(http://www.curlap.com/html/index.html)を参照してください。 

 
まず、ライセンスキーファイルと curl-access.txt ファイルを配備します。ライセンスキーファイルは Surge Lab IDE の

インストールフォルダの etc フォルダ(例：C:¥Program Files¥Curl Corporation¥Surge¥4¥etc)の curl-license-3.scurl

です。curl-access.txt は intra-mart のインストールフォルダ直下の doc/imart フォルダ内の sample/curl フォルダ(例：

C:¥imart¥doc¥imart¥sample¥curl)に格納されています。ファイルの詳細については Curl のヘルプを参照してくだ

さい。 

 
次に実際にファイルを配備します。上記 2 つのファイルを IM-BaseModule の場合は intra-mart のインストールフォ

ルダ直下の doc/webapps/ROOT フォルダの下 (例：C:¥imart¥doc¥webapps¥ROOT)にコピーしてください。

IM-BaseModule でない場合は、お使いのアプリケーションサーバ・WEB サーバのマニュアルに従って WEB ルー

トディレクトリにコピーしてください。 
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1.5 ディレクトリ構成 
 
このチュートリアルで使用するサンプルプログラムの主なディレクトリ構成について以下にまとめます。 

 
【intra-mart BaseModule Ver5.1.0】 

 
C:\bm510    ・・・ベースモジュール Ver5.1.0 インストールディレクトリ(スタンドアロン) 

└ doc 

    └ webapps    ・・・ライセンスキーファイル、curl-access.txt を配備 

 └ imart     ・・・ApplicationServer ルート 

   ├ sample 

   ｜  └ curl  ・・・チュートリアル用 Curl アプレットソースファイル、JSP ファイル 

   └ WEB-INF 

     ├ lib 

     ｜ └ intramart.jar      ・・・IM-Curl 連携 API が含まれている JAR ファイル 

     └ classes 

              ├ ServiceConfig_CurlSample.properties 

        ｜        ・・・チュートリアル用 properties ファイル 

        └ jp 

          └ co 

           └ intra_mart 

              └ sample 

                └ im_curl 

                  ├ ChartDemoServiceController.java 

                  ├ InputDemoServiceController.java 

                  └ ChartDemoServiceController.java 

                       ・・・チュートリアル用 Java ソースファイル 
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1.6 MIME-TYPE の設定 

1.6.1 IM-BaseModule の場合 
 
intra-mart のインストールフォルダ直下の conf フォルダにある http.xml ファイルを修正します。 

次の網掛けになっている部分を追加してください。 

 
    <web-app-default> 

      <!-- 

         - Extension library for common jar files.  The ext is safe 

         - even for non-classloader aware jars.  The loaded classes 

         - will be loaded separately for each web-app, i.e. the class 

         - itself will be distinct. 

        --> 

      <class-loader> 

        <tree-loader path="${server.rootDirectory}/ext-webapp"/> 

      </class-loader> 

 

      <!-- 

        --> 

      <session-config session-timeout='10' 

                      session-max='4096' 

                      enable-cookies='true' 

                      enable-url-rewriting='true' 

                      reuse-session-id='false' /> 

 

      <!-- 

         - Sets timeout values for cacheable pages, e.g. static pages. 

        --> 

      <cache-mapping url-pattern="/" expires="5s"/> 

      <cache-mapping url-pattern="*.gif" expires="60s"/> 

      <cache-mapping url-pattern="*.jpg" expires="60s"/> 

 

      <!-- 

         - Servlet to use for directory display. 

        --> 

      <servlet servlet-name="directory" 

              servlet-class="com.caucho.servlets.DirectoryServlet"/> 

 

      <!-- 

         - Enable EL expressions in Servlet and Filter init-param 

        --> 

      <allow-servlet-el/> 

 

      <!-- 

         - For security, set the HttpOnly flag in cookies. 

         - <cookie-http-only/> 

        --> 

      <mime-mapping> 

        <extension>.curl</extension> 

        <mime-type>text/vnd.curl</mime-type> 

      </mime-mapping> 

    </web-app-default> 
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1.6.2 IM-BaseModule 以外の場合 
 
お使いのアプリケーションサーバ・WEB サーバのマニュアルに従って MIME-TYPE に以下の情報を追加してくだ

さい。 

 

拡張子 curl 

MIME-TYPE text/vnd.curl 
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