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 1 はじめに

 

1 はじめに 

1.1 目的 
Seasar2 は DI (Dependency Injection) と AOP (Aspect Oriented Programming) をサポートした軽量コンテナである。

ここでは im-JavaEE-Framework と Seasar2 の連携方法について述べる。 

 

1.2 Seasar2 プロダクト 
intra-mart 6.1 にはいくつかの Seasar2 プロダクトが組み込まれている。以下が組み込まれているプロダクトの一覧

である。 

 S2Container 2.4.12 

 S2Struts 1.3.0 RC-1 

 S2Dao 1.0.42 

 
Seasar2 プロダクトについてはThe Seasar FoundationのWebサイトに詳しい情報が記載されている 

http://www.seasar.org/
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2 セットアップ 

2.1 トランザクションマネージャとコネクションプール 
S2Container は独自にトランザクションマネージャやコネクションプールを実装しているがイントラマートが動作する

アプリケーションサーバ上で利用するには、S2Container はアプリケーションサーバのトランザクションマネージャと

コネクションプールを利用してデータベースにアクセスする必要がある。ここではその連携方法を記載する。 

2.1.1 jta.dicon の設定 
S2Container が使用するトランザクションマネージャの設定を行う。 

2.1.1.1 intra-mart WebPlatformを使用している場合 
intra-mart WebPlatformを使用している場合はあらかじめ設定されている。 

インストール時にResinを選択した場合はApplicationRuntimeのインストールディレクトリ以下の

/doc/imart/WEB-INF/classes/jta.diconに「リスト 2-1 Resinのjta.dicon」の設定が記述されている。 

リスト 2-1 Resin の jta.dicon 

<!-- Resin -->  
<component name="TransactionManager" 

class="javax.transaction.TransactionManager"> 
@org.seasar.extension.j2ee.JndiResourceLocator@lookup("java:comp/TransactionManager") 

</component> 

 
JBossを選択した場合はj2ee.diconに「リスト 2-2 JBossのjta.dicon」の設定が記述されている。 

リスト 2-2 JBoss の jta.dicon 

<!-- JBoss --> 

<component name="TransactionManager" 

class="javax.transaction.TransactionManager"> 

@org.seasar.extension.j2ee.JndiResourceLocator@lookup("java:/TransactionManager") 

</component> 

 
intra-mart WebPlatform を使用している場合はこれらの設定があらかじめ行われている。 
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 2 セットアップ

 

2.1.1.2 intra-mart AppFramework を使用している場合 

intra-mart AppFramework を使用している場合は jta.dicon を使用する Web アプリケーションサーバにあわ

せて書き換える必要がある。以下のようにトランザクションマネージャやコネクションプールの設定を行うか、コメ

ントアウトされている記述を解除することで有効となる。 

 

リスト 2-3 WebSphere の jta.dicon 

 <component name="TransactionManager" 

class="javax.transaction.TransactionManager"> 

@com.ibm.ws.Transction.TransactionManagerFactory@getTransactionManager() 

 

 

 

 
</component> 

 

 

リスト 2-4 WebLogic の jta.dicon 

<component name="TransactionManager" 

class="javax.transaction.TransactionManager"> 

@org.seasar.extension.j2ee.JndiResourceLocator@lookup("javax.transaction.TransactionManager") 

</component> 

 

2.1.1.3 UserTransaction の設定 

UserTransaction の設定は intra-mart WebPlatform、intra-mart AppFramework どちらの場合でも行う必要がある。 

Jta.diconに「リスト 2-5 UserTransactionの設定」が設定されているが、デフォルトではコメントアウトされているため、

これを有効にする必要がある。 

リスト 2-5 UserTransaction の設定 

<!-- UserTransaction from JNDI --> 

<component name="UserTransaction" 

class="javax.transaction.UserTransaction"> 

@org.seasar.extension.j2ee.JndiResourceLocator@lookup("java:comp/UserTransaction") 

</component> 
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2.1.2 jdbc.dicon 
S2Containerが使用するデータソ－スの設定を行う。intra-martはログイングループ毎に異なるデータソ－スに接続

しなければならない。ユーザがログインするグループ毎に動的にデータソースを取得しなければならないため、通

常のデータソースでは動的な取得はできない。AutoDetectedDataSourceを利用することで、ログインしたユーザに

よって、動的にデータソースを利用することが可能である。intra-martには「リスト 2-6 jdbc.diconの設定」の設定が

標準で有効になっている。 

リスト 2-6 jdbc.dicon の設定 

<component name="initialContext" class="javax.naming.InitialContext"/> 

<component  name="dataSource" 

class="jp.co.intra_mart.framework.extension.seasar.util.AutoDetectedDataSource"> 

<arg>initialContext</arg> 

</component> 

2.2 データベースログ 
intra-mart にはトランザクションやコネクションの処理内容をログに出力するデータベースログ機能が存在する。 

データベースログの出力設定に関しては、「intra-mart WebPlatform/AppFramework 設定ガイド（サービス編）」に

詳しい仕様が記載されている。 

S2DaoなどS2Containerのコネクションやトランザクションを利用したデータベース処理の内容をデータベースログ

に出力するためには設定を変更する必要がある。「リスト 2-7 データベースログの出力設定」はResinの場合の変

更例である。WebアプリケーションサーバのTransactionManagerやUserTransactionをLoggingTransactionManager、

LoggingUserTransactionでラップすることで、トランザクションのbegin、commit、rollbackがデータベースログに出

力される。 

リスト 2-7 データベースログの出力設定 

<!-- Resin -->  
<component name="TransactionManager" 
    class="jp.co.intra_mart.framework.extension.seasar.jta.LoggingTransactionManager">  
<arg>@org.seasar.extension.j2ee.JndiResourceLocator@lookup("java:comp/TransactionManager")</arg>
</component> 
 

・ ・・・・・・・・・・ 
 

<!-- UserTransaction from JNDI --> 

<component name="UserTransaction" 

    class="jp.co.intra_mart.framework.extension.seasar.jta.LoggingUserTransaction"> 

  <arg>@org.seasar.extension.j2ee.JndiResourceLocator@lookup("java:comp/UserTransaction")</arg> 

</component> 

コネクションの処理内容をデータベースログに出力するためには intra-mart が提供するデータソースを利用する必

要がある。以下がそのデータソースである。 

 jp.co.intra_mart.framework.extension.seasar.util.AutoDetectedDataSource 

 jp.co.intra_mart.framework.extension.seasar.util.LoginGroupDataSource 

 jp.co.intra_mart.framework.extension.seasar.util.SystemDataSource 
これらのデータソースを「リスト 2-6 jdbc.diconの設定」のように設定することで、コネクションの処理内容がデータ

ベースログに出力される。 
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3 アプリケーションの作成  
ここでは intra-mart と Seasar2 を連携させたアプリケーションの作成方法を説明する 

3.1 前提 
ここでは以下の内容を前提とする。 

 intra-mart がインストール済みである。 

 「2 セットアップ」の手順に従いセットアップ済みである。 

 

 

3.2 im-JavaEE-Framework のコンポーネントにＤＩを適用する 
im-JavaEE-FrameworkのコンポーネントはS2Containerによって管理されている。サービスフレームワーク、イベント

フレームワーク、データフレームワークの設定ファイルに定義されている各オブジェクトは自動的にS2Containerに

登録されオブジェクト同士のバインド対象となる。具体的にDI可能なオブジェクトを「リスト 3-1 DI対象のオブジェ

クト」記す。 

リスト 3-1 DI 対象のオブジェクト 

サービスフレームワーク ServiceController 

Transition 

イベントフレームワーク Event 

EventListener 

データフレームワーク DAO 

 
例として ServiceController に DI を適用する例を以下に示す。 

 
まず doc/imart/WEB-INF/classes/examples/dicon/foo.dicon を作成し、ServiceController にバインドするコンポーネ

ント定義を記述する。 

リスト 3-2 foo.dicon 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE components PUBLIC 

 "-//SEASAR//DTD S2Container 2.4//EN" 

 "http://www.seasar.org/dtd/components24.dtd"> 

<components> 

  <component class="examples.service.impl.FooServiceImpl"/> 

</components> 
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doc/imart/WEB-INF/classes/app.dicon に foo.dicon をインクルードする。 

リスト 3-3 app.dicon 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE components PUBLIC 

 "-//SEASAR//DTD S2Container 2.4//EN" 

 "http://www.seasar.org/dtd/components24.dtd"> 

<components> 

 <include path=" examples/dicon/foo.dicon" /> 

</components> 

 
バインドするコンポーネントのインターフェースと実装を作成する。 

リスト 3-4 FooService.java 

package examples.service; 

public interface FooService { 

 String doSomething(); 

} 

 

リスト 3-5 FooServiceImpl.java 

package examples.service.impl; 

import examples.service.FooService; 

public class FooServiceImpl implements FooService { 

 public FooServiceImpl() { 

 } 

 public String doSomething() { 

  return "bar"; 

 } 

} 

 
以上で ServiceController にバインドするコンポーネントの準備は完了である。次に ServiceController 本体と設定フ

ァイルを作成する。 
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リスト 3-6 BarServiceController.java 

package examples.controller.service; 

import jp.co.intra_mart.framework.base.service.RequestException; 

import jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServiceControllerAdapter; 

import jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServiceResult; 

import jp.co.intra_mart.framework.system.exception.ApplicationException; 

import jp.co.intra_mart.framework.system.exception.SystemException; 

import examples.service.FooService; 

 

public class BarServiceController extends ServiceControllerAdapter { 

 

 private FooService service_ = null; 

 

    public void check() throws RequestException, SystemException { 

    } 

 

    public ServiceResult service() 

        throws SystemException, ApplicationException { 

     System.out.println(service_.doSomething()); 

        return null; 

    } 

 

 public void setFooService(FooService service) { 

  service_ = service; 

 } 

} 

 

リスト 3-7 service-config-foo.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<service-config> 

    <service> 

        <service-id>do_something</service-id>       

<controller-class>examples.controller.service.BarServiceController</controll

er-class> 

        <next-page> 

            <page-path>/index.jsp</page-path> 

        </next-page> 

    </service> 

</service-config> 

 
service-config-foo.xml に設定した BarServiceController は自動的に S2Container に登録され、自動バインドの対

象となり、実行時には FooService の実装が自動的にインジェクションされる。 

同様にイベントオブジェクトも以下のようにイベントフレームワークの設定ファイルに記述するだけで DI が適用され

る。
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リスト 3-8 FooEvent.java 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<event-config> 

    <event-group> 

        <event-key>do_something</event-key> 

        <event-class>examples.model.event.FooEvent</event-class> 

        <event-factory> 

<factory-class> 

jp.co.intra_mart.framework.extension.seasar.event.S2EventListenerFactory 

</factory-class> 

            <init-param> 

                <param-name>listener</param-name> 

                <param-value>examples.model.event.FooEventListener</param-value> 

            </init-param> 

        </event-factory> 

    </event-group> 

</event-config> 

 

 

 

package examples.model.event; 

import examples.service.FooService; 

import jp.co.intra_mart.framework.base.event.Event; 

 

public class FooEvent extends Event { 

 

 private FooService service_ = null; 

 

 public void setFooService(FooService service) { 

  service_ = service; 

 } 

 

public FooService getFooService() { 

  return service_; 

 } 

} 
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3.2.1 アスペクトの適用 
im-JavaEE-Framework のコンポーネントにアスペクトを適用する方法について記述する。im-JavaEE-Framework

のコンポーネントはサービスフレームワーク、イベントフレームワーク、データフレームワークの各設定ファイルに記

述するだけで、S2Container に登録されている。このとき各コンポーネントにはコンポーネント名が設定されている。 

以下がそのコンポーネント以下のようになる。 

リスト 3-9 コンポーネント名 

ServiceController “applicationID”-“serviceID”-controller 

Transition “applicationID”-“serviceID”-transition 

Event “applicationID”-“eventKEY”-event_object 

EventListener “applicationID”-“eventKEY”-event_listener 

DAO “applicationID”-“daoKEY”-dao 

 
このコンポーネント名を指定することで im-JavaEE-Framework のコンポーネントにアスペクトを適用することができ

る。以下がその例である。 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE components PUBLIC 

 "-//SEASAR//DTD S2Container 2.4//EN" 

 "http://www.seasar.org/dtd/components24.dtd"> 

<components> 

  <component class="examples.service.impl.FooServiceImpl"/> 

<component name="foo-do_event-event_object" 

    class="sample.model.event.SampleEvent"> 

    <aspect pointcut="getUserInfo"> 

      <component class="org.seasar.framework.aop.interceptors.TraceInterceptor"/> 

    </aspect> 

  </component> 

</components> 
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3.3 イントラマートのセッション情報を取得する 
イントラマートのセッション情報を S2Container コンテナで利用するために doc/imart/WEB-INF/classes/imart.dicon

に以下のコンポーネントが登録されている。 

リスト 3-10 AutoDetectedUserInfo 

<component name="userInfo" 

        class="jp.co.intra_mart.framework.extension.seasar.util.AutoDetectedUserInfo" 

        instance="request"/> 

 
AutoDetectedUserInfo は UserInfo インターフェースを実装したコンポーネントである。S2Container が保持するコン

ポーネントが UserInfo インターフェースのバインド対象である場合。自動的に AutoDetectedUserInfo はインジェク

ションされる。以下がその例である。 

 

リスト 3-11 Client.java 

package examples; 

public interface Client { 

    String execute(); 

} 

 

リスト 3-12 ClientImpl.java 

package examples.impl; 

import jp.co.intra_mart.framework.base.util.UserInfo; 

import examples.Client; 

public class ClientImpl implements Client { 

 

 private UserInfo userInfo_; 

 

    public void setUserInfo(UserInfo userInfo) { 

        this.userInfo_ = userInfo; 

    } 

 

 public String execute() { 

  return userInfo_.getUserID(); 

 } 

} 
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リスト 3-13 example.dicon 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE components PUBLIC 

    "-//SEASAR//DTD S2Container 2.4//EN" 

    "http://www.seasar.org/dtd/components24.dtd"> 

<components> 

 <include path="imart.dicon" /> 

    <component name="client" class="examples.impl.ClientImpl" instance="prototype"> 

        <property name="userInfo">userInfo</property> 

    </component> 

</components> 

 
このように設定することで Client コンポーネント取得時に UserInfo が自動的にインジェクションされる。 

 

3.4 イントラマートのデータベース接続設定を利用する。 
イントラマートに設定されているデータベース接続設定を利用してデータソースを取得することが可能である。 

 

リスト 3-14 LoginGroupDataSource 

<component class="jp.co.intra_mart.framework.extension.seasar.util.LoginGroupDataSource"> 

    <arg>initialContext</arg> 

    <arg>"default"</arg> 

</component> 

 

リスト 3-15 SystemDataSource 

<component class="jp.co.intra_mart.framework.extension.seasar.util.SystemDataSource"> 

    <arg>initialContext</arg> 

    <arg>"default"</arg> 

</component> 

 
LoginGroupDataSourceとSystemDataSourceはそれぞれjavax.sql.DataSourceの実装である。コンストラクタの第一

引数には初期コンテキストを与え、第二引数にはLoginGroupDataSourceの場合にはログイングループID、

SystemDataSource はシステムには識別子を設定する必要がある。「 2.1.1 jta.dicon の設定 」で設定した

AutoDetectedDataSourceを利用することで接続先を自動的に解決することも可能だが、LoginGroupDataSourceや

SystemDataSourceを利用することで明示的に接続先を指定することも可能である。 
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