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1.1 WSRPについて 

1.1.1 WSRPとは 
WSRP（Web Services for Remote Portlets）とはWebサービス・ポートレット仕様であり、OASIS

（インターネットに関する国際的な標準化団体） が作成した WSRP 1.0 標準に基づいています。 

 

 WSRP 1.0 標準参照URL:  

http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsrp 
 

intra-martではWSRPポートレットの利用を可能にしています。 

Webサービスを介してポートレットを使用するために次の二つの機能があります。 

 

 プロデューサ 

ポートレットをWSRPポートレットとして管理し、公開する役割を持ちます。 

 コンシューマ 

プロデューサにWebサービスにより接続し、公開されたポートレットを取得し表示します。 

 

 

<WSRP概要図> 

 

WSRPを利用することにより、プロデューサが公開しているポートレットは、コンシューマ側のサーバー

にデプロイしなくてもWebサービスによる呼出だけで利用することが可能です。 

 

http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsrp�
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1.1.2 プロデューサ 

1.1.2.1 プロデューサについて 

プロデューサはローカルで管理しているポートレットをWSRPポートレットとして公開することができま

す。 

WSRPとして公開されたポートレットがコンシューマ側で利用可能となります。 

プロデューサは新規作成時にコンシューマ側で登録する際に必要となるWSDL URLを生成します。 

また、プロデューサはこのプロデューサを利用しているコンシューマを登録コンシューマとして管理しま

す。 

 

1.1.2.2 Inband登録/Outband登録について 

プロデューサはコンシューマを登録する際の登録方法をあらかじめ設定することができます。 

登録方法には次の２つがあります。 

 

 Inband登録 

コンシューマがWSDL URLを設定して利用登録することでプロデューサに自動登録されます。 

また、コンシューマ側で登録情報の更新、削除を行うことができます。 

 

 Outband登録 

コンシューマはWSDL URLを設定して利用登録するために登録ハンドルが必要となります。 

Inband登録と違いプロデューサ側であらかじめ登録するコンシューマを登録コンシューマとして作成し

ます。登録コンシューマが作成されると登録ハンドルも作成されるので、プロデューサ側の管理者はその

登録ハンドルをコンシューマ側の管理者に伝える必要があります。 

コンシューマ側で登録プロデューサの更新、削除を行っても登録コンシューマは更新、削除されることは

ありません。プロデューサ側で手動で更新、削除をする必要があります。 

 

 

<WSRPポートレット利用までの登録フロー> 
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 プロデューサはInband登録をサポートする／しないを選択できます。 

 プロデューサ側がInband登録をサポートしないを選択した場合、コンシューマ側では自動的にOutband登録となりま

す。 

 プロデューサ側がInband登録をサポートするを選択した場合、コンシューマ側でInband登録を行うか、Outband登録

を行うかを選択することになります。 

 

1.1.2.3 登録コンシューマについて 

登録コンシューマとは、該当のプロデューサに利用登録されているコンシューマを示しています。 

コンシューマ側でプロデューサ登録を行ったときに自動生成される場合（Inband登録）とプロデューサ側

で手動で作成する場合（Outband登録）があります。 

 

 登録ハンドルについて 

登録コンシューマは作成時に必ず「登録ハンドル」を生成します。 

登録ハンドルはプロデューサ側とコンシューマ側が互いに所持しており、プロデューサ側が登録の管理を

行うために存在します。 

 

 

1.1.3 コンシューマ 
 

1.1.3.1 コンシューマについて 

コンシューマはプロデューサを登録プロデューサとして管理します。 

 

登録プロデューサ作成時にはコンシューマ自身がプロデューサに利用登録することになります。また、あ

らかじめプロデューサ側で利用登録済みの情報を使い登録プロデューサを作成することもできます。 

利用登録する際に必ず「WSDL URL」が必要となります。 

 

コンシューマが登録プロデューサを管理することで、そのプロデューサの公開するポートレットをポータ

ルに登録することができます。ポータルで利用する際にはコンシューマがプロデューサにアクセスしポー

トレットをリモートで利用することになります。 

 

1.1.3.2 登録プロデューサについて 

登録プロデューサとは、該当のコンシューマが利用登録したプロデューサを示しています。 

プロデューサに設定されている登録方法に従い登録することができます。 

 

Inband登録を選択した場合は登録時に必要な情報はありません。コンシューマ側からプロデューサ側の登

録コンシューマを自動生成しプロデューサの利用登録を行うことが出来ます。また、コンシューマ側で登

録コンシューマを更新することが可能です。更新できる内容は登録プロパティの値となります。 
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Outband登録を選択した場合は新規登録時に「登録ハンドル」を入力する必要があります。プロデューサ

側の登録コンシューマ情報を更新することはできません。 

 

 

 

SSLのサポートについて 

プロデューサ・コンシューマ間の通信では、それぞれのWebサーバあるいはアプリケーションサー

バがSSLをサポートしている場合、SSLの利用が可能です。 

 

プロデューサでは、グループ管理者でログイン時に、SSLでアクセスした場合、WSDL URLが

「https://」で作成されます。（表示時に編集されるため、プロデューサ編集画面を表示するたび

に変更されます。） 

コンシューマでは、このURLを利用してプロデューサに利用登録することでSSLを利用することが

可能です。 

ただし、コンシューマでSSL経由でWSRPポートレットを利用するためには、コンシューマ側の

intramartにSSL経由でログインする必要があります。非SSLのコンシューマから、SSLのプロデ

ューサにアクセスはできません。 

 

また、SSLをサポートしているプロデューサ側がHTTPでのアクセスも許可している場合で、

WSDL URLを「http://」で設定した場合は、コンシューマにSSL経由でログインした場合も、SSL

を利用せずにWSRPポートレットが利用できますので、注意してください。 
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1.2 WSRPプロデューサの管理 
プロデューサでは、公開するポートレットの管理と利用しているコンシューマの管理を行います。公開す

るポートレットの種類や利用方法など、目的別に複数のプロデューサを作成することができます。 

 

1.2.1 プロデューサ設定 
プロデューサ設定画面ではプロデューサをコンシューマに公開する際に使用されるWSDL URLの構成を

設定することができます。 

 

1左のメニューから［ポータル］＞［WSRPプロデューサ］＞［プロデューサ設定］をクリックします。各項目を入力

後、［設定］ボタンをクリックします。 

 

<プロデューサ設定画面> 

 

プロデューサホスト（必須） WSDL URLのホストを設定します。 

プロデューサポート WSDL URLのポートを設定します。未入力の場合は空になります。 

プロデューサコンテキスト WSDL URLのコンテキストを設定します。未入力の場合は空になります。

 

 初期表示時に設定されている値はサーバーのリクエストから取得した値です。 

 ここで設定した値は、Permanent-Data Serviceにより保存されます。 

 



1.2 WSRP プロデューサの管理    

    ポータル WSRP 管理者 操作ガイド 7 

 

1.2.2 プロデューサ一覧 
プロデューサ一覧では、登録されているプロデューサの一覧表示と、プロデューサの作成、更新、削除な

どをおこないます。 

 

1左のメニューから［ポータル］＞［WSRPプロデューサ］＞［プロデューサ一覧］をクリックします。 

 

 

<プロデューサ一覧画面> 

 

有効チェックボックス プロデューサの状態を変更できます。変更は即座に反映されます。 

チェック有り：有効 / チェック無し：無効 

 

 プロデューサには初期データとして「ImDefaultProducer」があります。 

ImDefaultProducerは公開ポートレットにリンク集が設定され、Inband登録をサポートしています。 

 初期状態で利用可能となっているため、別サーバのコンシューマが有効なWSDL URLとim_userプロパティを入力す

れば、利用されてしまう可能性がありますので注意してください。 
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1.2.2.1 プロデューサ新規登録 

1プロデューサ一覧画面のタイトルバーにある［新規登録］をクリックします。 

 

<プロデューサ一覧画面> 

 

2プロデューサ新規登録画面でプロデューサ名を入力し、［次へ］ボタンをクリックします。 

 

<プロデューサ新規登録画面> 

 

プロデューサ名（必須） プロデューサの名称です。 

入力可能文字は半角英数字のみです。 

 ［次へ］ボタンをクリックした時点でプロデューサが作成され登録されます。 

作成されたプロデューサは公開ポートレットが無く、状態は無効となっています。 
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3プロデューサ編集画面で状態を有効にし、公開するポートレットを選択します。最後に［更新］ボタンをクリック

します。 

 

<プロデューサ編集画面> 

 

WSDL URL コンシューマがプロデューサを利 用 するために使 用 するURLです。プロデュー

サ設定画面で設定した内容とプロデューサ名により構成されています。 

状態 プロデューサが利用可能かどうかの状態です。無効の場合は全てのコンシュ

ーマがこのプロデューサを利用できなくなります。 

ポートレット（必須） 公開するポートレットの選択ができます。選択できるポートレットの一覧はロー

カルで管理されるポートレット（ポートレット一覧画面に表示されるポートレット

管 理 先 が「ローカル」、公 開 フラグが「公 開 」）のうち表 示 先 ポータル種 別 が

「ユーザポータル」のポートレットです。 

一つ以上の選択が必須となります。 

Inband登録 Inband登 録 をサポートする場 合 は、コンシューマがプロデューサ登 録 時 に

Inband登録を選択することができます。 

サポートしない場 合 は強 制 的 にOutband登 録 となり、プロデューサ側 が生 成

する「登 録 ハンドル」がなければコンシューマはプロデューサを登 録 できませ

ん。 

「登録 ハンドル」については「1.1.2.3 登録 コンシューマについて」を参 照してく

ださい。 

登録検証クラス（必須） コンシューマごとに設定された登録プロパティの値をチェックするクラスです。 

初 期 設 定 されているクラスでは値 の未 入 力 チェックと「im_user」プロパティに

設定されたログインユーザの存在チェックを行います。 

登録プロパティ ここではプロパティのキーと説明を登録します。 

このプロパティにはコンシューマがプロデューサを利用する際の付加情報を設
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定することができます。 

ここで設定したプロパティに対してコンシューマごとに値 を設定することができ

ます。 

intra-martでは初 期 値 として「im_user」というプロパティを保 持 しています。こ

れはintra-martのポートレットをWSRPポートレットとして利 用 する際 に必 須 と

なるプロパティです。 

 

 登録プロパティの追加を行った場合に追加されたパラメータを利用するにはプロデューサ内部の実装が必要となり

ます。 

 登録検証クラスを変更するためには、初期設定されているクラスを拡張する必要があります。 

 

 

登録プロパティ「im_user」について 

コンシューマ側でプロデューサを登録する際に「im_user」には、プロデューサで利用可能なログ

インユーザIDを入力する必要があります。 

ポートレット表示時には、入力されたログインユーザIDのユーザとしてプロデューサにログイン

し、そのポートレットが表示されることになります。 

ログインユーザIDの入力はこの後に説明する登録コンシューマ、登録プロデューサにて行います。

（WSRPとして公開用のログインユーザIDを必要に応じて別途作成してください） 

 

 

 

1.2.2.2 プロデューサ更新 

1プロデューサ一覧画面の更新するプロデューサの左にある［編集］アイコンをクリックします。 

 

<プロデューサ一覧画面> 
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2プロデューサ編集画面で更新する内容に編集後、［更新］ボタンをクリックします。 

 

<プロデューサ編集画面> 

 

1.2.2.3 プロデューサ削除 

1プロデューサ一覧画面の削除するプロデューサの左にある［編集］アイコンをクリックします。 

 

<プロデューサ一覧画面> 
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2プロデューサ編集画面の［削除］ボタンをクリックします。 

 

<プロデューサ編集画面> 

 

 プロデューサを削除した場合は、そのプロデューサの管理する登録コンシューマもすべて削除されます。 

 

 

コンシューマに対する影響について 

プロデューサを更新、削除した場合、すでに登録済みのコンシューマとの整合性がとれなくなる場

合があります。 

更新した場合はコンシューマ側の管理者に登録プロデューサの「サービス情報の更新」を行っても

らう必要があります。 

削除した場合はプロデューサの利用ができなくなるため、コンシューマ側でも同様に登録プロデュ

ーサを削除しなければなりません。 

 

利用中のプロデューサを更新、削除する場合は必要に応じてコンシューマの管理者に連絡してくだ

さい。 
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1.2.2.4 登録コンシューマ一覧 

1プロデューサ一覧画面のプロデューサの左にある［コンシューマ管理］アイコンをクリックします。 

 

<プロデューサ一覧画面> 

 

2登録コンシューマ一覧画面が表示されます。 

 

<登録コンシューマ一覧画面> 

 

 Outband用に作成した登録コンシューマだけでなく、Inband登録で自動生成された登録コンシューマも表示されま

す。 
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1.2.2.5 登録コンシューマ新規作成 

手動での作成が必要になるのはOutband登録の場合です。 

1登録コンシューマ一覧画面のタイトルバーにある［新規登録］をクリックします。 

 

<登録コンシューマ一覧画面> 

 

2コンシューマ利用登録画面で必須項目を入力し［登録］をクリックします。 

 

<コンシューマ利用登録画面> 

 

コンシューマ名（必須） 登録するコンシューマの名称を入力します。 

コンシューマエージェント（必須） コンシューマ側の製品名、バージョンなどを入力します。 

GETメソッド コンシューマがGETメソッドをサポートするかどうかを選択します。 

登録プロパティ（必須） プロデューサを利用するための値を登録します。この値はプロデュー

サの登録検証クラスでチェックされます。 

Intra-martのプロデューサはim_userにWSRP用 のログインユーザID

を登録しなければ利用できません。 
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1.2.2.6 登録コンシューマ更新 

1登録コンシューマ一覧画面で更新する登録コンシューマの左にある［編集］アイコンをクリックします。 

 

<登録コンシューマ一覧画面> 

 

2登録コンシューマ編集画面で更新内容を入力後、［更新］ボタンをクリックします。 

 

<登録コンシューマ編集画面> 

 

 Inband登録で自動生成された場合について 

コンシューマ名、コンシューマエージェントはコンシューマ側で設定している値が登録されます。 

また、GETメソッドは未サポートが選択されます。 

これらの値はプロデューサ側で変更することが可能です。 
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1.2.2.7 登録コンシューマ削除 

1登録コンシューマ一覧画面で削除する登録コンシューマの左にある［編集］アイコンをクリックします。 

 

<登録コンシューマ一覧画面> 

 

2登録コンシューマ編集画面で［削除］ボタンをクリックします。 

 

<登録コンシューマ編集画面> 

 

 

コンシューマに対する影響について 

登録コンシューマの更新をした場合は、「登録プロパティ（im_user）の値」を変更した場合のみ

コンシューマに影響があります。（その他の項目は影響がありません） 

 

コンシューマがintra-martのプロデューサを利用する際は常に登録コンシューマに設定されてい

る登録プロパティ「im-user」の値を使用してログインを行い、ユーザポートレットの利用を可能

にしています。 

 

そのためプロデューサの登録方法によりコンシューマには次の影響があります。 

Inband登録の場合 

コンシューマの登録プロデューサに設定されている登録プロパティの値と実際に認証に使用され

る値が異なる可能性があります。 

この場合、コンシューマ側で登録プロパティを入力しなおしてて登録プロデューサを更新すること

により、プロデューサ側の登録コンシューマの設定を入力した値で更新しなおすことができます。 
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Outband登録の場合 

登録プロデューサに登録プロパティを持たないため影響はありません。 

 

また、登録コンシューマを削除した場合は、Inband/Outbandによらず、該当のコンシューマは

プロデューサの利用ができなくなります。 
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1.3 WSRPコンシューマの管理 
コンシューマでは、公開されているプロデューサを必要に応じて利用登録して管理します。登録されたプ

ロデューサで公開しているポートレットは全て利用することが可能です。 

 

1.3.1 コンシューマ設定 
コンシューマ自身の名称を設定することができます。プロデューサに利用登録した際に登録されるコンシ

ューマの名称となります。 

 

1左のメニューから［ポータル］＞［WSRPコンシューマ］＞［コンシューマ設定］をクリックします。コンシューマ名を

入力後、［設定］ボタンをクリックします。 

 

<コンシューマ設定画面> 

 

コンシューマ名（必須） コンシューマ名 を設 定 します。Inband登 録 時 にここで設 定 したコンシュ

ーマ名 がプロデューサ側 に自 動 生 成 される登 録 コンシューマの名 前 と

なります。 

初期値は「IntramartWSRPConsumer」です。 
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1.3.2 登録プロデューサ一覧 

1左のメニューから［ポータル］＞［WSRPコンシューマ］＞［登録プロデューサ一覧］をクリックします。 

 

<登録プロデューサ一覧画面> 

 

有効チェックボックス 登 録 プロデューサの状 態 を変 更 できます。変 更 内 容 は即 座 に反 映 さ

れます。 

チェック有り：有効 / チェック無し：無効 

 

 

1.3.2.1 登録プロデューサ新規作成 

プロデューサを登録するには、利用登録したいプロデューサの「WSDL URL」が必要です。 

また、Inband登録時には登録プロパティの値が、Outband登録時には「登録ハンドル」がそれぞれ必要

となります。 

登録前にプロデューサ側の管理者に問い合わせる必要があります。 

 

1登録プロデューサ一覧画面のタイトルバーにある［新規登録］をクリックします。 

 

<登録プロデューサ一覧画面> 
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2プロデューサ利用登録１画面で「WSDL URL」を入力し、［次へ］ボタンをクリックします。 

 

<プロデューサ利用登録１画面> 

 

WSDL URL（必須） 登録するプロデューサのWSDL URLを入力します。 

テスト 入力したWSDL URLのテスト表示を行います。 

クリア 入力内容を削除します。 

 

3プロデューサ利用登録２画面で必須項目を入力し［登録］ボタンをクリックします。 

 

 「Inband で登録する」選択時 

 

<プロデューサ利用登録２画面 -  （「Inbandで登録する」選択時）> 

 

 「登録ハンドルを入力する」選択時 

 

<プロデューサ利用登録２画面 -  （「登録ハンドルを入力する」選択時）> 
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プロデューサ名（必須） コンシューマで管理するためのプロデューサの名称です。 

WSDL URL 登録するプロデューサのWSDL URLです。 

登録方法 プロデューサ側でInband登録をサポートしている場合のみ、選択することが

可 能 です。サポートしていない場 合 はこの項 目 は表 示 されず、自 動 的 に

Outband登録となります。 

登録プロパティ（必須） 登 録 方 法 で「Inbandで登 録 する」を選 択 時 に登 録 プロパティがある場 合 の

み表 示 されます。ここに設 定 した値 はプロデューサ使 用 時 にプロデューサ

側の登録検証クラスでチェックされ使用されます。 

登録ハンドル（必須） 登 録 方 法 で「登 録 ハンドルを入 力 する」を選 択 時 、もしくはプロデューサが

Inband登 録 をサポートしない場 合 に表 示 されます。入 力 する登 録 ハンドル

はプロデューサ側の管理者にあらかじめ確認しておく必要があります。 

 

 

 

「im_user」に入力するログインユーザIDについて 

im_userにはプロデューサ側で利用可能なログインユーザIDを入力することになります。 

このログインユーザIDはプロデューサ側で管理されているユーザとなるため、コンシューマ側に存

在するユーザのログインユーザIDを入力しないよう注意してください。 

 

WSRPポートレットを利用する際には、ここで入力したログインユーザとして、プロデューサにロ

グインします。プロデューサはログインしたユーザのポートレットをコンシューマに返し、コンシ

ューマ側でWSRPポートレットとして利用されることになります。 
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1.3.2.2 登録プロデューサ更新 

1登録プロデューサ一覧画面で更新する登録プロデューサの左にある［編集］アイコンをクリックします。 

 

<登録プロデューサ一覧画面> 

 

2登録プロデューサ編集画面で更新内容を入力後、［更新］ボタンをクリックします。 

 

<登録プロデューサ編集画面> 

 

状態 登録プロデューサの使用を有効か無効に選択します。 

登録ハンドル プロデューサ側 に登 録 コンシューマとして登 録 されている登 録 ハンドルで

す。Inband登録時は自動生成され、Outband登録時は入力した値です。 

 

 

 Inband登録の場合は登録プロデューサに設定されている登録プロパティの値と実際に認証に使用されるプロデュー

サ側の登録コンシューマの登録プロパティの値が異なる場合があります。 

登録プロパティを入力しなおして、登録プロデューサを更新することにより、プロデューサ側に設定されている登録

プロパティの値を入力した値で更新しなおすことができます。 
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1.3.2.3 登録プロデューササービス情報の更新 

サービス情報の更新は最新のプロデューサの情報を取得し、登録プロデューサを最新状態にするために存

在します。 

プロデューサ側の管理者よりプロデューサの更新があると連絡を受けた場合や、登録プロデューサの更新

が失敗した場合などはサービス情報の更新により登録プロデューサを最新状態にしてください。 

 

1登録プロデューサ一覧画面で更新する登録プロデューサの左にある［編集］アイコンをクリックします。 

 

<登録プロデューサ一覧画面> 

 

2登録プロデューサ編集画面で［サービス情報の更新］ボタンをクリックします。 

 

<登録プロデューサ編集画面> 

 

 Inband登録時に登録プロパティがある場合は値がすべて初期化されます。 

サービス情報の更新後、値を入力して ［更新］ボタンをクリックし、入力情報を反映してください。 
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1.3.2.4 登録プロデューサ削除 

1登録プロデューサ一覧画面で削除する登録プロデューサの左にある［編集］アイコンをクリックします。 

 

<登録プロデューサ一覧画面> 

 

2登録プロデューサ編集画面で［削除］ボタンをクリックします。 

 

<登録プロデューサ編集画面> 

 

 プロデューサ側がInband登録をサポートしている場合は登録プロデューサ削除時にプロデューサ側の登録コンシュ

ーマも削除されます。 

 Outband登録の場合はプロデューサ側の登録コンシューマは削除されないため、プロデューサで削除されない限

り、登録ハンドルの再利用が可能です。 
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1.4 WSRPポートレットの利用 
WSRPポートレットは他のポートレットと同様にポートレット一覧に追加することでポータル画面に追加

し利用することができます。ポータル画面とポートレットの詳細については「ポータル グループ管理者操

作ガイド」を参照してください。 

1.4.1 ポートレット一覧への追加 

1左のメニューから［ポータル］＞［ポートレット］をクリックし、タイトルバーにある［新規登録］をクリックします。 

 

<ポートレット一覧画面> 

2ポートレット新規登録画面でページ種別に「ポートレットアプリケーション」を選択し、「ポートレット管理先」の右

にある［検索］をクリックします。 

 

<ポートレット新規登録画面> 
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3ポートレット検索結果画面でポートレット管理先が登録プロデューサのポートレットを選択し、［選択］ボタンをク

リックします。 

 

<ポートレット検索画面> 

4ポートレット新規登録画面で必要項目を入力し、［登録］ボタンをクリックします。 

 

<ポートレット新規登録画面> 
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1.4.2 追加したWSRPポートレットの利用 
ポートレット一覧画面で、ポートレットとして登録されたWSRPポートレットは、他のポートレットと区

別されることはなく、ポータル画面に追加して利用することができます。 

 

<ポータル画面> 
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