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1 はじめに 

1.1 目的 
本書は intra-mart でアプリケーションの開発を行うために必要な intra-mart のアーキテクチャを説明します。また

intra-mart に含まれている API の解説も行っています。  

1.2 本書の対象読者 
本書は intra-mart を利用してアプリケーションを構築する開発者を対象としています。また、一般的な HTML、

JavaScript、Java 言語の知識が求められます。 

1.3 構成 
第 2 章では、intra-mart のアーキテクチャについて述べています。 

第 3 章では、intra-mart API の解説を行います。 
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2 アーキテクチャ 

この章では intra-mart を構成するサーバプロセスや、そのサーバプロセスで動作するサービスについて説明しま

す。 

2.1 Service Platform 
Service Platform とは intra-mart を構成する各種サービスの基盤となるサーバプロセスです。ひとつの intra-mart

実行環境に Service Platform を複数実行することが可能であり、サービスが行う処理の負荷を分散させることが可

能です。 

 

以下は intra-mart を構成するサービスの一覧です。 

 

サービス 機能 

Application Runtime 
アプリケーションの実行環境です。ブラウザなどのクライアン

トからリクエストを受け付け、処理を実行するサービスです。 

Resource Service 
スクリプト開発モデルのプログラムファイルの管理および、

Application Runtime への配布を行うサービスです。 

Shared Memory Service 
アプリケーション間で共有可能なメモリ領域を提供するサー

ビスです。 

Permanent Data Service 
intra-mart が動作するために必要な設定情報を管理するサ

ービスです。 

Serialization Service 
intra-mart 実行環境全体の同期やロック機能を提供するサー

ビスです。 

Storage Service 

ファイルストレージ機能を提供するサービスです。アプリケー

ションから Storage Service へファイルの読み込みや書き込み

を行います。 

Schedule Service 
バッチプログラムの実行スケジュールを管理するサービスで

す。 

 

次の章では各サービスが提供する機能やアーキテクチャを説明します。 
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2.1.1 Application Runtime 
Application Runtime はアプリケーションの実行を担当します。ブラウザ等のクライアントから送信されたリクエストに

応じて JavaEE やスクリプトで作成されたアプリケーションを実行しクライアントに返却します。 

 

Application Runtime はひとつの intra-mart 環境に複数起動させることが可能です。クライアントからのリクエストを

Web サーバが Application Runtime に処理を振り分け負荷を分散させることが可能です。 

 

 

 

 

また、Application Runtime 自身も Web サーバ機能を有しており直接クライアントと通信することも可能です。 

 

 

 

Application Runtime が実行可能なアプリケーションは大きく二つに分けられます。 

2.1.1.1 スクリプト開発モデル 

Application Runtime は Resource Service に保存されているプレゼンテーション・ページ（HTML ファイル）とファン

クション・コンテナ（サーバサイド JavaScript ファイル）を取得し実行します。 

2.1.1.2 JavaEE開発モデル 

Application Runtime は JavaEE に対応したアプリケーションサーバ機能を有しています。Application Runtime 上

に適用されている任意の JavaEE アプリケーションを実行しクライアントに結果を返します。 

Application Runtime で動作するアプリケーションサーバは、インストールされている intra-mart 製品により異なりま

す。 



intra-mart デベロッパーズガイド

 

Page 4 Copyright 2000-2010 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

 

2.1.2 Resource Service 
Resource Service はスクリプト開発モデルのプログラムリソースの管理及び Application Runtime への配布を行いま

す。Resource Service が管理を行うプログラムリソースは主に以下の通りです。 

 

 プレゼンテーションページ（HTML ファイル） 

 ファンクションコンテナ（JS ファイル） 

 設定値定義ファイル（INI ファイル） 

 

Resource Service は Application Runtime からの要求に応じてプログラムリソースの配布を行います。Application 

Runtime が複数起動しているような分散環境においてもプログラムリソースを一元管理することが可能です。 

 

 

 

Resource Service はデフォルトで以下のディレクトリにプログラムリソースを配置するよう設定されています。 

ディレクトリパス 用途 

pages/platform/src システム用のソース管理ディレクトリ 

pages/product/src 追加パッケージ用のソース管理ディレクトリ 

pages/src 通常のソース管理ディレクトリ 
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2.1.3 Shared Memory Service 
Shared Memory Service は intra-mart 実行環境で共有される記憶領域です。アプリケーションが Shared Memory 

Service に情報を保存すると、その情報は別のアプリケーションからも参照することが可能です。この情報はプログ

ラムスコープやスレッドに依存しません。intra-mart 実行環境の全てのプログラムからアクセス可能です。 

 

共有メモリ

Shared Memory Service

Application Runtime

保存

クライアント

クライアント

Application Runtime

取得

 

 

Shared Memory Service の機能は以下の API から利用することができます。 

開発モデル API 

スクリプト開発モデル Module.external オブジェクト 

JavaEE 開発モデル 
jp.co.intra_mart.foundation.service.client.information.ExternalDirectory

jp.co.intra_mart.foundation.service.client.information.ExternalMemory

 

Shared Memory Service は自身のメモリ中に値を保存するため Service Platform の再起動を行うと、保存されてい

た値は消失します。また、値のサイズがService Platformのメモリ許容量を超えた場合動作が不安定になる場合が

あります。 
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2.1.4 Permanent Data Service 
Permanent Data Service は intra-mart の設定情報を保管するサービスです。 

設定情報は主に以下のものが含まれています。 

 

 システム管理者設定 

 ログイングループ管理者設定 

 ログイングループ設定 

 アカウントライセンス 

 アプリケーションロール 

 

これらの情報は Permanent Data Service がインストールされているディレクトリ内の「treasure」ディレクトリに保存され

ています。Shared Memory Service とは異なり Service Platform の再起動が行われても情報が消失することはあり

ません。 

 

Application Runtime から設定情報を要求され Permanent Data Service は自身に保存されている情報を返却しま

す。例えばユーザがログイン認証を行う場合には Permanent Data Service に保存されている情報が利用されま

す。 

 

Permanent Data ServiceApplication Runtime

アカウント
ライセンス

クライアント

ログイン

 

 

Permanent Data Service の機能は以下の API から利用することができます。 

開発モデル API 

スクリプト開発モデル Permanent オブジェクト 

JavaEE 開発モデル 
jp.co.intra_mart.foundation.service.client.information.PermanentDirectory 

jp.co.intra_mart.foundation.service.client.information.PermanentFile 
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2.1.5 Serialization Service 
Serialization Service はアプリケーションロック機能を提供するサービスです。マルチスレッドな実行環境や

Application Runtime が複数存在する場合に特定の処理を同期化することが可能です。 

 

 

 

Application Runtime からアプリケーションロックが通知されるとロックを開始します。このとき既に別の処理からロッ

クが行われていた場合ロックが開放されるまでアプリケーションは待機状態になります。この機能を利用してアプリ

ケーションの同期処理を行うことができます。 

 

Serialization Service の機能は以下の API から利用することができます。 

開発モデル API 

スクリプト開発モデル Lock オブジェクト 

JavaEE 開発モデル jp.co.intra_mart.foundation.service.client.information.Lock 

 

 



intra-mart デベロッパーズガイド

 

Page 8 Copyright 2000-2010 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

 

2.1.6 Storage Service 
Storage Service はアプリケーションが利用可能なファイルストアです。アプリケーションは API を利用して自由にフ

ァイルの読み込み、書き込みが可能です。Storage Service を利用することで Application Runtime が複数存在する

分散環境でもファイルを一元的に管理することが可能です。 

ファイルは Storage Service がインストールされているディレクトリの「storage」ディレクトリに保存されます。 

 

 

 

Storage Service の機能は以下の API から利用することができます。 

開発モデル API 

スクリプト開発モデル VirtualFile オブジェクト 

JavaEE 開発モデル jp.co.intra_mart.foundation.service.client.file.NetworkFile 
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2.1.7 Schedule Service 
Schedule Service は設定された時間にバッチプログラムを起動するスケジュールサービスです。Schedule Service

は設定された時間になると intra-mart にバッチプログラムの実行を依頼します。この依頼は HTTP 通信で行われま

す。以下は intra-mart を Application Runtime が複数台存在する分散環境で構築した場合の例です。 

 

 

 

上の図では Schedule Service は Web サーバを経由して実行依頼をしています。Web サーバが Application 

Runtime に処理を振り分けバッチプログラムが実行されます。 

また、特定の Application Runtime でバッチプログラムを実行することも可能です。 

 

Webサーバクライアント

Application Runtime

Application Runtime

Application Runtime

Schedule Service

実行依頼

バックエンドサービス

 

 

Application Runtime のひとつを Web サーバ機能を有効にし、Schedule Service はその Application Runtime に対

して実行依頼を行います。 
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2.2 Server Manager 
Server Manager は intra-mart 実行環境上に存在する Service Platform を管理するサーバプロセスです。intra-mart

実行環境には必ず Server Manager が起動している必要があります。 

 

2.2.1 起動処理 

Service Platform は Server Manager に接続し、自身の存在を通知します。Server Manager はそれらの情報を収集

し intra-mart の起動処理を行います。以下の図は intra-mart が起動する流れです。 

 

 

 

intra-mart の起動処理は以下の順に行われます。 
① intra-mart 実行環境に存在する全ての Service Platform は起動すると、まず自身のサービスを有効化し

Server Manager に自身の存在を通知します。このとき Application Runtime と Schedule Service はすぐに

は有効化されません。Application Runtime が有効化するためには Resource Service、Shared Memory 
Service、Permanent Data Service、Serialization Service、Storage Service が intra-mart 実行環境に存在

する必要があります。 
② Application Runtime に必要なサービスが intra-mart 実行環境に存在することが確認されると、

Application Runtime は有効化されます。 
③ Application Runtime が有効化されたことが確認されると Schedule Service が有効化されます。 
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2.2.2 Service Platformの監視 

Server Manager は intra-mart 実行環境上の Service Platform を監視する役割も備えています。Service Platform の

監視は intra-mart に同梱されている IM-Administrator を利用して Server Manager に接続し行います。 

 

 

 

Service Platform の監視は以下の順に行われます。 
① IM-Administrator から Server Manager に接続します。 
② 接続された Server Manager は intra-mart 実行環境上の全ての Service Platform に接続し情報の収集を

開始します。収集された情報は Server Manager に蓄積されます。 
③ Server Manager に蓄積された情報を IM-Administrator が収集します。 

 

収集される情報は主に以下のものです。 

 Service Platform とサービスの起動状態 

 Java ヒープサイズ 

 設定値情報 

 ログファイル 

 

2.2.3 Service Platformの起動、停止 

IM-Administrator から Service Platform の起動、停止を制御することも可能です。 

 

 
IM-Administrator を利用して intra-mart 実行環境に存在する Service Platform を選択して起動、停止を行えます。 

また、全ての Service Platform を同時に起動、停止することも可能です。 
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2.3 動的なデータベースの設定 
動的なデータソースの設定は Application Runtime の再起動なしで、データベース設定の登録・削除を行う機能

です。この機能は以下の２つの機能に分けられます。 

 

機能 説明 

データソース設定機能 再起動無しで、intra-mart が接続するデータベースの

設定を更新・削除するための機能です。 

データソースマッピング設定機能 再起動なしで、ログイングループデータソースやシス

テムデータソースの紐付けを行うための機能です。 

 

Version7.1 までは、データベースの設定を反映させる為には、設定ファイルを編集し、Application Runtime を再

起動させる必要がありましたが、Version7.2 ではシステム管理者のメニューから設定を行うとサーバの再起動なし

で設定内容が反映されます。 

 

2.3.1 動作仕様 

設定内容は、以下の手順で各 Application Runtime に反映されます。 

 

① 設定依頼

④ 設定内容を通知

④ 設定内容を通知

② 設定情報の登録依頼

④ 設定内容を通知

AppRuntime1

AppRuntime2

AppRuntime3

Server Manager

クライアントPC

③ 設定内容を
ファイルに保存

⑤ 設定の反映

⑤ 設定の反映

⑤ 設定の反映

 

 
1. 設定依頼 

Application Runtime がクライアントからデータベースの設定依頼を受け付けます。 
 

2. 設定情報の登録依頼 
設定依頼を受けた Application Runtime は ServerManager に対して、設定情報の登録を依頼します。 
 

3. 設定内容の保存 
ServerManager で受け渡された設定情報を設定ファイルに出力します。（設定ファイルがない場合はフ
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ァイルを新規作成し、設定情報を出力します。） 
 

4. 設定通知依頼 
設定情報を登録したら、ServerManager から各 ApplicationRuntime へ設定内容が通知されます。 
 

5. 各 ApplicationRuntime は通知された設定内容を元に設定を反映します。 

2.3.2 制限事項 

 動的なデータベースの設定を行うには、ServerManager が起動している必要があります。 

 

 データソース設定機能は intra-mart WebPlatform(Resin)専用の機能となります。Resin 以外のアプリケーシ

ョンサーバ製品を利用している場合は、各アプリケーションサーバのデータソースの設定方法で設定を行

ってください。 

 

 JDBC ドライバを動的にロードすることはできません。JDBC ドライバは ApplicationRuntime を起動する前に

インストールしておいてください。 

 

 ServerManager のインストールディレクトリにある設定ファイルを直接編集した場合、編集内容を反映させる

には再起動が必要になります。 

 

 Version7.1 までと同じ方法（「http.xml」および「data-source.xml」に設定）で設定されたデータベースの設

定を、システム管理者のメニューから更新・削除することはできません。 

2.3.3 データソースの設定 

データソースの設定は、intra-mart が接続するデータベースの設定になります。データベースの接続先や接続オ

プションなどを設定します。この機能は Resin 専用です。 

 

データソースの設定情報は以下のファイルに出力されます。 

 データソース設定ファイル 

 %Server Manager%/conf/resin-resource.xml 

※ このファイルはデータソースの設定時に自動的に生成されます。 

 

 resin-resource.xml の出力例 
<resource> 

    <database> 

        <jndi-name>jdbc/sample</jndi-name> 

        <driver> 

            <type>oracle.jdbc.pool.OracleConnectionPoolDataSource</type> 

            <url>jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:dbname</url> 

            <user>username</user> 

            <password>password</password> 

        </driver> 

    <prepared-statement-cache-size>8</prepared-statement-cache-size> 

    <max-connections>20</max-connections> 

    <max-idle-time>30s</max-idle-time> 

</database> 

</resource> 

※ 「resin-resource.xml」の定義情報については、以下の XSD ファイルを参照してください。 

 %Server Manager%/specification/xsd/resin-resource.xsd 
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2.3.3.1 パスワードの暗号化 

「resin-resource.xml」に出力される設定情報のデータベース接続パスワードは暗号化された値が出力されます。こ

のパスワードを暗号化する実装クラスは、設定を変えることで任意の実装クラスと差し替えることもできます。 

（暗号化クラスの設定については、「アクセスセキュリティ仕様書 2.11 Resin データソース設定 パスワード暗号

化」を参照してください。） 

 

標準設定では、以下のパスワードの暗号化アルゴリズムの実装クラスを使用します。 

 jp.co.intra_mart.foundation.security.cryption. DESedeCryption 

 

2.3.3.2 データソースのスコープ 

データソースを設定すると、MBeanServer に「ConnectionPool」および「JdbcDriver」の MBean が登録されます。登

録される Mbean のスコープは設定方法によって異なります。 

 

 データソースを Version7.1 までと同様に「http.xml」に設定した場合 

 MBean のスコープは Resin 全体になります。 

 システム管理者のメニューからデータソースを設定した場合 

 MBean のスコープは intra-mart 内のみとなります。 

 

 

＜監視ツール JConsole＞ 

 

システム管理者のメニューから

設定した場合 

「http.xml」に設定した場合 
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2.3.3.3 テンプレートの使用 

テンプレートの使用は、システム管理者のメニュー[データソース設定]からデータソースを設定するときに、あらか

じめテンプレートファイルに記述しておいた設定情報を読み込み、簡単に設定を行うための機能です。 

 

 

＜システム管理者 データソース設定画面＞ 

 

テンプレートファイルは以下のフォルダに配置されています。 

 テンプレートファイル 

 %Storage Service%/storage/system/template/datasource/resin-datasource-template.xml 

※ インストール直後は各データベースの設定情報のサンプルが記述されていますので、 

   必要に応じて編集してください。 

 

 resin-datasource-template.xml サンプル 
<template> 

    <database> 

        <id>Oracle</id> 

        <name>Oracle</name> 

        <jndiName>jdbc/oracle</jndiName> 

        <type>oracle.jdbc.pool.OracleConnectionPoolDataSource</type> 

        <url>jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:dbname</url> 

        <preparedStatementCacheSize>8</preparedStatementCacheSize> 

        <maxConnections>20</maxConnections> 

        <maxIdleTime>30s</maxIdleTime> 

    </database> 

</template> 

※ 「resin-datasource-template.xml」の定義情報については、以下の DTD ファイルを参照してください。 

 %Server Manager%/specification/dtd/resin-datasource-template.dtd 
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2.3.4 データソースマッピングの設定 

データベースマッピングの設定は、ログイングループとデータソースを紐付けるための設定です。すべてのログイ

ングループで使用できるデータベース（システムデータベース）やログイングループが使用するデフォルトデータ

ベース（ログイングループデータベース）を設定します。 

 

データソースマッピングの設定情報は以下のファイルに出力されます。 

 データソースマッピング設定ファイル 

 %Server Manager%/conf/data-source-mapping.xml 

※ このファイルはデータソースマッピングの設定時に自動的に生成されます。 

 

 data-source-mapping.xml の出力例 
<data-source> 

    <system-data-source> 

        <connect-id>default</connect-id> 

        <resource-ref-name>java:comp/env/jdbc/sample</resource-ref-name> 

    </system-data-source> 

    <group-data-source> 

        <login-group-id>default</login-group-id> 

        <resource-ref-name>java:comp/env/jdbc/sample</resource-ref-name> 

    </group-data-source> 

</data-source> 

※ 「data-source-mapping.xml」の設定については、「アクセスセキュリティ仕様書 2.5 システムデータソース」およ

び、「アクセスセキュリティ仕様書 3.3 グループデータソース」を参照してください。 

 

 



 3

 

API の解説

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 17

 

 

3 API の解説 

3.1 PluginManager 

 
PluginManager では、プラグイン（拡張する設定項目および機能）を拡張ポイント（差込口）に差し込むための仕組

みを提供します。 

PluginManager を利用することで、各拡張ポイントに差し込まれたプラグインの情報の取得を行うことができます。 

アプリケーション開発において独自の拡張ポイントを作成することが可能となります。 

PluginManager を利用して各プラグインの読み込み時、提供できる機能は以下のとおりです。 

 

 各拡張ポイント（差込口）に差し込まれたプラグインの取得 

 各拡張ポイント単位でログイングループごとに絞込まれたプラグインの取得 

 プラグインのバージョン管理 

 プラグインのソート 

 プラグインの国際化対応 

 プラグインの無効化 

 

3.1.1 拡張ポイントとプラグインのアーキテクチャ 

各拡張ポイントに対して作成されたプラグインを読み込む仕組みです。 

1 つの拡張ポイントに対して、複数のプラグインを設定できます。 

各プラグインは PluginManager から拡張ポイントを指定して取得することが可能です。 

また、拡張ポイントとプラグイン ID（プラグインの識別 ID）を指定して、取得することも可能です。 
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3.1.2 プラグインの構成 

プラグインは以下のフォルダにプラグインフォルダ（任意の名前）を作成して、記述します。 

プラグインフォルダの名前は、重複しない任意の名前を指定できます。 

 

サーバマネージャのインストールディレクトリ/plugin 

 

フォルダ作成例 ： サーバマネージャのインストールディレクトリ/plugin/jp.co.intra_mart.sample_plugin_1.0 

 

通常、フォルダの一意性および可視性を保つため、jp.co.intra_mart.plugin.sample_1.0 などのパッケージ名形式+ 

バージョン番号で記述することをお勧めします。 

3.1.2.1 プラグインフォルダ構成 

プラグインフォルダ内のファイル構成は以下の通りです。 

 
プラグインフォルダ 
│ 

重複しない任意の名前を指定できます。（必須） 
 

├ plugin.xml 
│ 

プラグインの設定内容を記述します。記述形式は xml 形式です。（必須） 
 

├ plugin.properties 
│ 
│ 
│ 
│ 

plugin.xml ファイル内で利用する国際化情報です。（オプション） 
デフォルトの国際化情報となります。 
国際化が必要でない場合は、作成する必要はありません。 
java で用いられるリソースバンドルを用いたプロパティファイル形式です。 

├ plugin_xx.properties plugin.xml ファイル内で利用する国際化情報です。（オプション） 
xx で指定したロケールに対応した国際化情報となります。 
国際化が必要でない場合は、作成する必要はありません。 
java で用いられるリソースバンドルを用いたプロパティファイル形式です。 
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3.1.2.2 plugin.xmlファイル定義 

 
<plugin> 

 <extension 

  point="｛拡張ポイント ID｝" > 

  <{プラグインタグ} 

   id="{プラグイン ID}" 

   name="{プラグイン名}" 

   version="{バージョン}" 

   rank="{ランク}" 

   target="{ターゲットプラグイン ID}" 

   before="{差し込み方向}" 

   groups="{絞り込みログイングループ ID}" 

   enable="｛有効無効 false|true｝"> 

 

   // ここに任意のタグを作成して、プラグインの情報を記述する。 

 

  </{プラグインタグ}> 

 </extension> 

</plugin> 

 

 <plugin> 

属性名 名前 説明 必須 デフォルト 

なし ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ 

子ノード <extension>タグを複数設定可能 

 

 <extension> 

属性名 名前 説明 必須 デフォルト 

point 拡張ポイント ID 子ノードに記述するプラグインを差し込む差込口の

ID を指定します。 
通常、ID の一意性を保つため、 
jp.co.intra_mart.plugin.sample などのパッケージ名

形式で記述することをお勧めします。 

○ ‐‐‐‐‐ 

子ノード <{プラグインタグ}>タグを複数設定可能 
{プラグインタグ}の名称は任意の名前を使用できます。 
この<extension>タグの子ノード（タグ）はすべて<プラグイン>タグの属性を持つ必要がありま

す。 

 

 <プラグインタグ> 

このタグを１つのプラグインとして扱います。 

属性名 名前 説明 必須 デフォルト 

id プラグイン ID プラグインを識別する ID です。 
通常、同じ拡張ポイント ID 内で一意に識別するプラ

グイン ID です。 
同じ ID が重複した場合は、version 属性が も大きい

もの１つが有効として扱われます。 

○ ‐‐‐‐‐ 

name プラグイン名 プラグインの名称です。 ○ ‐‐‐‐ 
version バージョン プラグインのバージョンです。 

数値をドットつなぎで指定します。（ 大 4 個まで） 
例 1 / 1.3 / 1.3.12 / 1.3.12.40 etc 
 
同一の拡張ポイントに同じプラグイン ID が存在した場

合、バージョン属性がもっとも大きいもの１つが有効に

なります。 
指定しない場合はもっとも小さいものとして扱われま

す。 

 ‐‐‐‐ 
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rank ランク ランクを指定することで、このランクの小さい順位にプ

ラグインが読み込まれます。 
target 属性が指定された場合は、target 属性が有効に

なります。 
数値で指定します。 
指定しない場合は、ファイルを読み込んだ順序で、逐

次 後に追加されます。 

 ‐‐‐‐ 

target ターゲット 
プラグイン ID 

同一の拡張ポイント内でこのプラグインの読み込み順

を操作するために利用します。 
このプラグインを差し込むターゲットプラグイン ID を指

定します。ターゲットプラグインの前後にこのプラグイ

ンを差し込みます。 
差込む方向は before 属性で指定します。 

 ‐‐‐‐ 

before 差込み方向 ターゲットプラグインの手前に差し込む時：true 
ターゲットプラグインの後ろに差し込む時：false 
ターゲットプラグイン ID が指定された場合に有効な属

性です。 

 false 

enable 有効フラグ このプラグインを無効にする場合は、false を指定しま

す。 

 true 

groups 有効グループ このプラグインが有効なログイングループを指定しま

す。 
複数指定する場合は、カンマ区切りで指定します。 
例 group1,group2 
指定しなかった場合、すべてのログイングループで有

効なプラグインとなります。 

 ‐‐‐‐ 

子ノード 任意のタグを設定可能（複数可） 

 

 

3.1.2.3 プラグインの有効性 

同一拡張ポイントに差し込まれたプラグインで、そのプラグインの enable 属性が false である場合、PluginManager

から取得されるプラグインの対象外となります。 

同一のプラグイン IDのプラグインが存在した場合、version属性の値が も大きいものが、有効となりますが、有効

となったプラグインの enable 属性が false である場合は、同様に取得対象外となります。 

 

 ワンポイント 

すでに差し込まれているプラグイン ID と同じプラグインを新しく作成した plugin.xml に作成します。 

すでに差し込まれているプラグイン ID の version 属性より大きい値を設定し、enable 属性を false にすることで、 

元のプラグイン情報を修正することなく、プラグインを無効化することが可能です。 
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3.1.2.4 プラグインのソート 

同一の拡張ポイントに差し込まれたプラグイン情報の取得順序を制御することが可能です。 

プラグインのソートを制御するための属性は、rank, target, before です。 

 

プラグインをソートするルールは以下の通りです。 

 
1. 各プラグインを rank 属性で昇順に並べます。 

同一の rank が存在した場合は、同一の rank 内で読み込まれた順番に並びます。 
rank が指定されていないプラグインは、順次 後に追加されます。 
 

2. １で並んだプラグインを上から順に target 属性をチェックします。 
target が指定されていた場合は、before 属性に従って、target に指定されたプラグイン ID の前後に移動

します。 
指定された target のプラグイン ID が存在しない場合は、移動は行いません。 
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3.1.2.5 プラグインの国際化 

plugin.xml 内の情報を国際化することが可能です。 

国際化を行うためには、plugin.xml と同一のフォルダに国際化情報(plugin.properties または plugin_xx.properties)

を作成する必要があります。 

plugin.properties ファイルは、Java のプロパティバンドルの形式で記述します。 

key = value 形式です。 

 

plugin.xml 内の任煮のタグの属性および値に%key で指定することで、国際化情報の key にマッピングされた

vakue が設定されます。 

 

例： 

プロパティファイル内容 
plugin1.name = テストプラグイン 

 

plugin.xml 
<plugin> 

 <extension 

  point="jp.co.intra_mart.sample" > 

  <test_plugin 

   id="plugin1" 

   name="%plugin1.name" 

 > 

   // ここに任意のタグを作成して、プラグインの情報を記述する。 

  </test_plugin> 

 </extension> 

</plugin> 

 

PluginManager から取得するときの plugin.xml のイメージ（国際化対応された状態） 
<plugin> 

 <extension 

  point="jp.co.intra_mart.sample" > 

  <test_plugin 

   id="plugin1" 

   name="テストプラグイン" 

 > 

   // ここに任意のタグを作成して、プラグインの情報を記述する。 

  </test_plugin> 

 </extension> 

</plugin> 

 

3.1.2.5.1 各ロケール国際化されたプラグインの取得 

各ロケール国際化されたプラグイン情報を取得する方法は以下の通りです。 

まず、plugin.xml と同一のフォルダに plugin_ja.properties ファイルを作成します。 

 

ロケール ja に国際化されたプラグイン情報を取得するには、 

 
PluginManger mgr = new PluginManager(Locale.Japanese); 

Collection<PluginDescriptor> plugins = mgr.getPluginDescriptors（"jp.co.intra_mart.sample"）; 

 

PluginManager のコンストラクタでロケール情報を省略した場合は、ログインしているユーザのロケールが自動的

に設定されます。 
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3.1.2.6 ログイングループで絞り込まれたプラグインの取得 

ログイングループ単位で絞り込まれたプラグインを取得することが可能です。 

 

例： 

ログイングループだけ有効なプラグインを取得する方法は以下の通りです。 

まず、ログイングループで絞り込む設定を plugin.xml に記述します。 

プラグインの group 属性に有効となるログイングループ ID を記述します。 

plugin.xml 
<plugin> 

 <extension 

  point="jp.co.intra_mart.sample" > 

  <test_plugin 

   id="plugin1" 

   name="Sample Plugin" 

   groups="group1,group2" 

 > 

   // ここに任意のタグを作成して、プラグインの情報を記述する。 

  </test_plugin> 

 </extension> 

</plugin> 

 

ログイングループ（group1）だけ有効なプラグインを取得するには 

 
PluginManger mgr = new PluginManager("group1" ); 

Collection<PluginDescriptor> plugins = mgr.getPluginDescriptors（"jp.co.intra_mart.sample"）; 

 

PluginManager のコンストラクタでログイングループを省略した場合は、ログインしているユーザのログイングルー

プ ID が自動的に設定されます。 

また、プラグインの group 属性を省略した場合、すべてのログイングループで有効なプラグインとなります。 
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3.1.3 PluginDescriptor 
PluginDescriptor は,PluginManager から取得されるプラグインの定義情報を保持しています。 

PluginDescriptor では以下の機能が提供されます。 

 プラグインの各属性情報 

 プラグイン内の子ノード情報（dom 形式） 

 プラグイン内のタグ属性および値からのインスタンスの生成 

 

3.1.3.1 プラグイン情報からのインスタンスの生成 

プラグイン内のタグ属性および値からクラスまたは javascript のインスタンスを生成することができます。 

 

 
plugin.xml を以下のように記述します。 

通常、プラグインタグ（この説明では<test_plugin>）の子ノード（太字の部分）は拡張ポイントによって決定し定義し

ます。定義内容は、xml 形式であれば、その他の制限はありません。 
<plugin> 

 <extension 

  point=”jp.co.intra_mart.sample” > 

  <test_plugin 

   id=”plugin1”> 

   <test object=”test/sample” data=”hello”> 

    <init-param param-name=”hoge” param-value =“value”> 

    <init-param param-name=”setting” param-value =“1”> 

   </test > 

  </test_plugin> 

 </extension> 

</plugin> 

 

インスタンス化するｊｓファイルを作成します。 

ResourceService インストールディレクトリ/pages/src/test/sample.js を作成します。 
function getHello() { 

 return “Hello World”; 

} 

 

スクリプト開発モデルのファンクションコンテナファイル（js）で、プラグインを取得して、js ファイル（test/sample.js）を

インスタンス化し、そのインスタンスのメソッド（getHello）を実行します。 
// PluginManager の生成 

var mgr = new PluginManager(); 

 

// 拡張ポイント（jp.co.intra_mart.sample）の plugin を取得します。 

// 以下の処理では、１つのプラグインが取得されます。（上記の plugin.xml のプラグイン<test_plugin>） 

var plugin = mgr.getPluginDescriptor（”jp.co.intra_mart.sample”）; 

 

// 取得したプラグインの<test_plugin>の子ノード<test>の object 属性に記述されている 

// javascript のファイルをインスタンス化します。 

// 取得する場所の指定は、“test/object”のように<test_plugin>（ルート）からのパス形式で指定します。 

// このパス（ここでは属性値）に設定されている値”test/sample”すなわち test/sample.js をインスタンス化します。 

var obj = plugin.createInstance(“test/object”)； 

 

// インスタンス化したオブジェクトのメソッドを実行します。 

var hello = obj.getHello(); 
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javascript ファイルがインスタンス化される時に、plugin.xml の設定情報を取得することができます。 

javascript ファイルに initParam および initXml メソッドを追記することで、インスタンス化された後でメソッドが自動

的に呼び出されます。 
function getHello() { 

return “Hello World”; 

} 

 

// このファイルがインスタンス化された時に指定されたタグ（ここでは<test>となります）の子ノードに記述されている 

// <init-param>タグの情報がオブジェクト形式で引数に渡されます。 

// <init-param>の param-name 属性の値がプロパティ名、param-value 属性の値がそのプロパティの値となります。 

function initParam(args) { 

 var hoge = args.hoge;       // “value”が取得できます。 

var setting = args.setting;    // “1”が取得できます。 

} 

 

// このファイルがインスタンス化された時に指定されたタグ（ここでは<test>となります）を 

// ルートとした DOMNode が引数に渡されます。 

function initXml(dom) { 

  var data = dom.getArribute(“data”);   // “hello”が取得できます。 

} 

 



intra-mart デベロッパーズガイド

 

Page 26 Copyright 2000-2010 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

 

 
plugin.xml を以下のように記述します。 

通常、プラグインタグ（この説明では<test_plugin>）の子ノード（太字の部分）は拡張ポイントによって決定し定義し

ます。定義内容は、xml 形式であれば、その他の制限はありません。 
<plugin> 

 <extension 

  point=”jp.co.intra_mart.sample” > 

  <test_plugin 

   id=”plugin1”> 

   <test class=”test.Sample” data=”hello”> 

    <init-param param-name=”hoge” param-value =“value”> 

    <init-param param-name=”setting” param-value =“1”> 

   </test > 

  </test_plugin> 

 </extension> 

</plugin> 

 

インスタンス化するクラスを作成します。 

ApplicationRuntime インストールディレクトリ/doc/imart/WE-INF/classes/test/Sample.java を作成します。 

なお、必ずデフォルトコンストラクタが必要です。 
package test; 

 

public class Sample { 

 // デフォルトコンストラクタ 

 public sample() {} 

 

 public String getHello() { 

  return “Hello World”; 

 } 

 

} 

 

JavaEE 開発モデルのあるクラスで、プラグインを取得し、クラス（test.Sample）をインスタンス化し、そのインスタンス

のメソッド（getHello）を実行します。 
// PluginManager の生成 

PluginManager mgr = new PluginManager(); 

 

// 拡張ポイント（jp.co.intra_mart.sample）の plugin を取得します。 

// 以下の処理では、１つのプラグインが取得されます。（上記の plugin.xml のプラグイン<test_plugin>） 

PluginDescriptor plugin = mgr.getPluginDescriptor（”jp.co.intra_mart.sample”）; 

 

// 取得したプラグインの<test_plugin>の子ノード<test>の class 属性に記述されている 

// クラスをインスタンス化します。 

// 取得する場所の指定は、“test/class”のように<test_plugin>（ルート）からのパス形式で指定します。 

// このパス（ここでは属性値）に設定されている値”test.Sample”すなわち test.Sample クラスをインスタンス化します。 

test.Sample obj = (test.Sample)plugin.createInstance(“test/class”)； 

 

// インスタンス化したクラスのメソッドを実行します。 

String hello = obj.getHello(); 
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クラスがインスタンス化される時に、plugin.xml の設定情報を取得することができます。 

インスタンス化されるクラスに以下のインタフェースを実装することで、インスタンス化された後、メソッドが自動的に

呼び出されます。 

 jp.co.intra_mart.foundation.security.PropertyInitParamable インタフェース 

 jp.co.intra_mart.foundation.security.XmlInitParamable インタフェース 

必要なインタフェースどちらかまたは両方を指定できます。 
package test; 

 

public class Sample implements PropertyInitParamable,XmlInitParamable { 

 // デフォルトコンストラクタ 

 public sample() {} 

 

 public String getHello() { 

  return “Hello World”; 

 } 

 

 // PropertyInitParamable インタフェースのメソッド 

 // このクラスがインスタンス化された時、このメソッドが自動的に呼び出されます。 

 // このクラスがインスタンス化された時に指定されたタグ（ここでは<test>となります）の子ノードに記述されている 

 // <init-param>タグの情報が Map<String,String>形式で引数に渡されます。 

 // <init-param>の param-name 属性の値が Map の key、param-value 属性の値がその key の値となります。 

 public void init(Map<String,String> args) { 

  String hoge = args.get(“hoge”);       // “value”が取得できます。 

  String setting = args.get(“setting”);    // “1”が取得できます。 

 } 

 

 // XmlInitParamable インタフェースのメソッド 

 // このクラスがインスタンス化された時、このメソッドが自動的に呼び出されます。 

 // このファイルがインスタンス化された時に指定されたタグ（ここでは<test>となります）を 

 // ルートとした Node(DOM)が引数に渡されます。 

 public void init(Node node) { 

  String data = new XmlNode(node).getString(“data”);   // “hello”が取得できます。 

 } 

} 
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3.1.4 既存の拡張ポイントおよびプラグイン 

iWP/iAF では、いくつかの拡張ポイントおよびその拡張ポイント対するプラグインを作成しています。 

3.1.4.1 DDLコンバータ拡張ポイント 

拡張ポイント ID ： jp.co.intra_mart.foundation.system.ddlConverter 

この拡張ポイントでは、iWP/iAF で初期データインポートにおいて DB にテーブルを作成する時、 

DB の種類によって適切な DB 型に変換してテーブルを作成する方法を拡張します。 

【プラグイン定義】 
 <extension 

  point="jp.co.intra_mart.foundation.system.ddlConverter" > 

  <ddl-converter 

   id="{user.extend}" 

   enable="[false|true]"> 

   // db-type : SQLServer | Oracle | DB2 | PostgreSQL 

   // regexp : 正規表現でマッチするデータ型を指定 

   // replacement regexp :でマッチしたデータ型を置換するデータ型を指定 

   <replace db-type="****" regexp="*****" replacement="*****" /> 

  </ddl-converter> 

 </extension> 

 

【既存プラグイン】 

 jp.co.intra_mart.foundation.system.ddl_converter.standard_7.2.0 

プラグイン ID： jp.co.intra_mart.foundation.system.ddlConverter.standard 

DDL に書かれているデータ型を DB の種類によって適切な型に変換します。 

 
DB 変換前のデータ型 変換後のデータ型 
SQLServer timestamp 

date 
time 
clob 

datetime 
datetime 
datetime 
text 

Oracle time date 
PostgreSQL clob text 

 

 jp.co.intra_mart.foundation.system.ddl_converter.standard.nvarchar_7.2.0 

プラグイン ID： jp.co.intra_mart.foundation.system.ddlConverter.standard.nvarchar 

Microsoft SQL Server で Unicode 対応を行うために DDL に書かれているデータ型を適切な型に変換し

ます。 

初期状態では、このプラグインは無効になっています。 

 
DB 変換前のデータ型 変換後のデータ型 
SQLServer varchar 

clob 
text 

nvarchar 
ntext 
ntext 
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3.1.4.2 DMLコンバータ拡張ポイント 

拡張ポイント ID ： jp.co.intra_mart.foundation.system.dmlConverter 

この拡張ポイントでは、iWP/iAF で初期データインポートにおいて DB にデータを INSERT する時、 

INSERT 文を DB の種類によって適切なクエリに変換して発行する方法を拡張します。 

【プラグイン定義】 
 <extension 

  point="jp.co.intra_mart.foundation.system.dmlConverter" > 

  <dml-converter 

   id="{user.extend}" 

   enable="[false|true]"> 

   // db-type : SQLServer | Oracle | DB2 | PostgreSQL 

   // regexp : 正規表現でマッチする文字列を指定 

   // replacement regexp :でマッチした文字列を置換する文字列を指定 

   <replace db-type="****" regexp="*****" replacement="*****" /> 

  </dml-converter> 

 </extension> 

 

【既存プラグイン】 

 jp.co.intra_mart.foundation.system.dml_converter.standard.sysdate_7.2.0 

プラグイン ID： jp.co.intra_mart.foundation.system.dmlConverter.standard.sysdate 

DML に書かれている sysdate の文字列を DB の種類によって適切な現在の日付関数に変換します。 

 

 jp.co.intra_mart.foundation.system.dml_converter.standard.to_date_7.2.0 

プラグイン ID： jp.co.intra_mart.foundation.system.dmlConverter.standard.to_date 

DML に書かれている to_date(*****)の文字列を DB の種類によって適切な日付変換関数書式に変換し

ます。 

 

 jp.co.intra_mart.foundation.system.dml_converter.standard.to_timestamp_7.2.0 

プラグイン ID： jp.co.intra_mart.foundation.system.dmlConverter.standard.to_timestamp 

DML に書かれている to_timestamp(*****)の文字列を DB の種類によって適切な日付変換関数書式に

変換します。 
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3.1.4.3 ライセンス変更通知リスナー拡張ポイント 

拡張ポイント ID ： jp.co.intra_mart.foundation.security.license.listener 

この拡張ポイントでは、アカウントのライセンスの更新、およびアカウントのアプリケーションライセンスの更新が行

われた場合に、その通知を受けるリスナーの追加を拡張します。 

 

以下の場合このリスナーにおいてライセンス変更の通知が受け取れます。 

 アカウントライセンスが登録されていない状態でアカウントライセンスの登録が行われた場合 

 アカウントライセンスが登録されている状態でアカウントライセンスの削除が行われた場合 

 アプリケーションライセンスが登録されていない状態でアプリケーションライセンスの登録が行われた場合 

 アプリケーションライセンスが登録されている状態でアプリケーションライセンスの削除が行われた場合 

 

【プラグイン定義】 
 <extension 

  point=" jp.co.intra_mart.foundation.security.license.listener" > 

  <license-listener 

   id="{user.extend}" 

   enable="[false|true]"> 

   // class : jp.co.intra_mart.foundation.security.license.LicenseChangedListener を実装したクラス 

   <listener class="****" /> 

  </license-listener> 

 </extension> 

 

<listener> タグは、複数設定することが可能です。 

通知を受けるリスナーのクラスは、jp.co.intra_mart.foundation.security.license.LicenseChangedListener を実装した

クラスでなければなりません。 
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