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 1 はじめに

 

1 はじめに 

1.1 目的 
本書は im-J2EE Frameworkの詳細仕様を説明する。 

1.2 本書で扱う範囲 
本書は intra-mart BaseModule Version 4.1および intra-mart for Framework 4.1に付属する im-J2EE Framework

の仕様について述べている。各種の制限事項や動作環境等についてはこれらに依存する。 

 
本書は im-J2EE Framework のインタフェースや外部仕様について説明している。また、コンポーネントの使われ

方やその手順などの内部仕様についても一部提示しているが、内部の実装などについては触れていない。 

 
本書では説明を補強するために複数のサンプルを提示している。これらは各節や章における仕様を理解すること

を第一の目的としているものであり、プログラムやシステムとしての最適解を示しているものではない。そのため、

一部の例外処理などは意図的に実装していないものもある。 

 
本書では読者が上流工程に関係する場合でも有用な情報が含まれているが、プロジェクト管理や業務分析など

の詳細な方法については触れていない。 

 
本書では JavaTM 2 Standard Edition (J2SE)や JavaTM 2 Enterprise Edition (J2EE)の詳細については触れていな

い。 

1.3 本書の対象読者 
本書は以下の読者を対象としている。 

 設計者 

設計者に対してはどのようなインタフェース仕様にするべきか、コンポーネントをどのように分割するべきか

を提示している。 

 実装者 

実装者に対してはコンポーネントを作成するための情報やその仕様について提示している。 

 
プロジェクト管理者や業務分析者などにとっては、本書は特に明示的な情報を提示していない。具体的な分析、

管理を行う場合の参考にとどまる。 

 
また、以下の技術や手法に対してある程度の理解があることが望ましい。 

 JavaTM 2 Standard Edition 1.3[1] 

 JavaTM 2 Enterprise Edition 1.3[2] 

 UML 
 デザインパターン 

1.4 構成 
本書は以下のような構成をしている。 

 「2 アプリケーションの構成」では im-J2EE Frameworkでアプリケーションを作成する場合の構成について
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示している。 

 「3 サービスフレームワーク」～「6 データフレームワーク」では im-J2EE Frameworkのサブフレームワーク

について詳細な動作やインタフェース、コンポーネントの作成方法などについて説明している。 

 「7 PropertyHandler」～「8 intra-martとの接続」では im-J2EE Frameworkのサブフレームワークで連携する

箇所の詳細について説明している。 
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2 アプリケーションの構成 

2.1 概要 
im-J2EE Frameworkは中・大規模Webシステムの構築基盤となるものである。im-J2EE Framework上で動作する

アプリケーションは、Sun Microsystemsが提唱している BluePrints[3]に従った構成となる。 

2.2 構成 

2.2.1 全体 
アプリケーションの構成は「図 2-1 アプリケーションの構成」に示したようなものとなる。 

EIS層EJB層Web層

サービス

イベント

データ

BluePrintsにおける区分

im-J2EE Frameworkのサブフレームワーク

セッション

Client層

 

図 2-1 アプリケーションの構成 

各サブフレームワークの概要は以下のとおりである。 

 サービスフレームワーク（「3 サービスフレームワーク」を参照） 

クライアント（主にブラウザ）からのリクエストを受け付け、画面遷移とその表示をする。 

 イベントフレームワーク（「4 イベントフレームワーク」を参照） 

何らかの処理を行う。 

 セッションフレームワーク（「5 セッションフレームワーク」を参照） 

Web層におけるセッション情報を管理する。 

 データフレームワーク（「6 データフレームワーク」を参照） 

EIS層（データベースやレガシーシステムなど）と連携し、データのやり取りを行う。 

 
各サブフレームワークは「図 2-2 フレームワーク間の協調関係」のような協調関係にある。 
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サービス
フレームワーク

イベント
フレームワーク

セッション
フレームワーク

データ
フレームワーク

セッションへの情報をやりとりする

処理を依頼する

データのやり取りを行う

 

図 2-2 フレームワーク間の協調関係 

2.2.2 サービスフレームワーク 
サービスフレームワークではクライアント（主にブラウザ）から来たリクエストを Web 層において処理をする。サービ

スフレームワークは入力（ブラウザからのリクエスト）を受け付け、要求に対応する処理を割り当て、次の画面への

遷移を制御する。 

 
要求に対する詳細な処理はここでは記述せず、イベントフレームワークにおいて行うことを推奨する。 

2.2.3 イベントフレームワーク 
イベントフレームワークでは入力内容に対して何らかの処理を行い、処理結果を返すビジネスロジックを制御する

役割を持つ。サービスフレームワークでもビジネスロジックを埋め込むことは可能であるが、イベントフレームワーク

を利用したほうがより汎用的になる。 

2.2.4 セッションフレームワーク 
注意： 
intra-mart では Version 3.2 までは独自のセッション管理方法を行っていたが、Version 4.0 からは実装が
HttpSessionに変更された。また、intra-martで J2EEベースのアプリケーションを作成する場合も HttpSession

を直接操作する方法が推奨されるようになった。現状のセッションフレームワークはログインユーザに関連する情

報以外は互換用のためだけに残されている。このため、im-J2EE Framework の今後のバージョンではセッション
フレームワークは大幅に変更される予定である。セッションに対して属性を登録、削除および参照をする場合、

HttpSessionに対して行う方法が推奨される。 

 
セッションフレームワークはWeb層におけるセッションを管理する。im-J2EE Frameworkではセッションに対する汎

用的なアクセス方法を提供する。 

2.2.5 データフレームワーク 
データフレームワークは EIS層（データベースやレガシーシステムなど）と連携し、データのやり取りを行う。一般に

データストアに対するアクセス方法はそれぞれ異なるが、データフレームワークでは呼び出し側がそのアクセス方

法を意識せずにコーディングができる方法を提供する。 

2.2.6 プロパティ 
im-J2EE Frameworkではアプリケーションという概念がある。アプリケーションは複数のコンポーネントをまとめる単

位である。アプリケーションとコンポーネントはプロパティの設定によって関連付けられる。プロパティの設定情報
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の取得は PropertyHandlerを通じて行われる。PropertyHandlerはそれぞれのサブフレームワークごとに対応し

たものが存在し、アプリケーション個別のものとすべてのアプリケーションに共通するものがある。 

 

アプリケーション コンポーネントプロパティ

Ａ業務

Ａ業務用の
プロパティ

Ｂ業務

Ｂ業務用の
プロパティ

Ｃ業務

Ｃ業務用の
プロパティ

共通の
プロパティ

アプリケーション個別

共通

～PropertyHandler

 

図 2-3 PropertyHandler 

2.2.6.1 アプリケーション 
アプリケーションは複数のコンポーネントとの関連をまとめる単位である。個々のアプリケーションはアプリケーショ

ン IDで識別され、im-J2EE Frameworkの基本単位となる。PropertyHandlerからアプリケーション個別のプロパ

ティを取得する場合、アプリケーション IDを指定する必要がある。 

2.2.6.2 共通 
プロパティの中にはアプリケーションに依存しないものも存在する。これらのプロパティにはアプリケーション ID は

存在しない。PropertyHandler からアプリケーション共通のプロパティを取得する場合、アプリケーション ID を指

定する必要はない。 
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3 サービスフレームワーク 

3.1 概要 
Web システムを構築する場合、ユーザから見た主な利用形態は 1)ブラウザから情報をサーバに送り、2)サーバ側

の処理結果を表示、というのが一般的なものである。 

 
サービスフレームワークではこれらの一連の流れで共通的な部分をフレームワーク化している。 

3.2 構成 

3.2.1 構成要素 
im-J2EE FrameworkではWeb クライアント（主にブラウザ）から何らかのリクエストがきてそれに対する画面遷移を

「サービス」という単位で扱っている。サービスはアプリケーション ID とサービス ID との組み合わせで一意に識別

できる。個々のサービスには ServiceController と Transition と呼ばれるコンポーネントをそれぞれ最大１つま

で関連付けることができ、さらに複数の遷移先を関連付けることができる。これらの関係を「図 3-1 サービスの構

成」に示す。 

Webクライアント
（主にWebブラウザ）

applicationA

applicationB

S2

T2

T1

V1

V2

S1

V3

V4

service1

service2

service2

service1

Transition 画面
Service

Controller
サービス

 

図 3-1 サービスの構成 

「図 3-1 サービスの構成」では以下のようなことを示している。 

 アプリケーション IDが applicationA、サービス IDが service1であるサービスは ServiceController と

して S1、Transition として T1、遷移先画面として V1 と関連付けられている。 

 アプリケーション IDが applicationA、サービス IDが service2であるサービスは ServiceController と

して S2、遷移先画面として V2 と関連付けられているが、Transition とは関連付けられていない。 
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 アプリケーション IDが applicationB、サービス IDが service1であるサービスは Transitionとして T2、

遷移先画面の候補として V2 及び V3 と関連付けられているが ServiceController とは関連付けられて

いない。 

 アプリケーション IDが applicationB、サービス IDが service2であるサービスは ServiceController と

も Transition とも関連付けられてなく、遷移先画面として V4 と関連付けられている。 

3.2.1.1 サービス 
サービスは im-J2EE Frameworkのサービスフレームワークにおいて最も基本的な単位である。個々のサービスは

アプリケーション ID とサービス IDで一意に決定される。 

3.2.1.2 ServiceController 
ServiceController はリクエストに対する入力チェックと処理を行う役割を持つ。ServiceController の詳細に

ついては「3.5.3 入力処理」で述べている。 

3.2.1.3 Transition 
Transition は次の画面に遷移するときの準備と実際の遷移を行う役割を持つ。Transition の詳細については

「3.5.4 遷移処理」で述べている。 

3.2.2 動作 
im-J2EE Frameworkのサービスフレームワークではリクエストに対して以下のような順番で各コンポーネントを起動

する。 

(1) リクエストからアプリケーション ID とサービス IDを取得する。 

(2) アプリケーション ID とサービス IDに該当するサービスを決定する。 

(3) サービスに ServiceControllerが関連付けられている場合、その ServiceController の入力処理を起

動する。 

(4) サービスに Transitionが関連付けられている場合、その Transitionの遷移処理を起動する。 

 
詳細については「3.5 画面遷移」で述べる。 

3.3 リクエスト時の前処理 
Web クライアント（主にWebブラウザ）からリクエストが送られたとき、im-J2EE Frameworkではさまざまな処理に移

る前にいくつかの前処理を行う。前処理は Servlet 2.3 仕様のフィルタ機能を利用している。im-J2EE Framework

の画面に遷移してからの前処理の内容は「図 3-2 リクエスト時の前処理」のようになる。 
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図 3-2 リクエスト時の前処理 

3.3.1 エンコーディング 
現状の Web ブラウザは送信時のエンコーディングを送らないものが多い。この場合、Servlet ではクライアントから

のエンコーディングを ISO-8859-1 として処理するようになっている（「JavaTM Servlet Specification Version 2.3」[4]

の「SRV.4.9 Request data encoding」を参照）。そのため javax.servlet.ServletRequestの getParameter メソッ

ド等を利用して送信された内容を取得しようとしてもそのままでは正しい文字列が取得できない場合がある。 

 
im-J2EE Framework ではこの問題を解決するためにエンコーディングフィルタを用意している。エンコーディング

フィルタは javax.servlet.ServletRequestの setCharacterEncoding メソッドを通じてクライアントのエンコード

を設定する。これにより、getParameter メソッド等を使ってもエンコーディングの変換等を行わなくてすむようにな

る。 

3.3.1.1 動作 
jp.co.intra_mart.framework.base.service.EncodingFilter はリクエストの内容がどのようなエンコーディン

グで送信されたかを決定する。このフィルタは「図 3-3 EncodingFilterの処理」に示すような動作をする。 
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図 3-3 EncodingFilter の処理 

エンコーディングフィルタの処理内容を以下に示す。 

(1) ServiceManagerの getServicePropertHandler メソッドを利用して ServicePropertyHandlerを取得す

る。 

(2) ServicePropertyHandler を通じて（getClientEncoding メソッドを使用して）クライアントのエンコーディ

ングに関連するプロパティを取得する。 

(3) 取得したエンコーディングを ServletRequestに設定する。 

(4) 次のフィルタに処理を渡す。 

3.3.1.2 エンコーディングフィルタの適用 
エンコーディングフィルタを利用するためには以下のような設定が必要となる。 

 web.xmlの設定 

 エンコーディングの設定 

3.3.1.2.1 web.xml の設定 

エンコーディングフィルタは Servlet 2.3の Filter機能を利用している。このフィルタを有効にするためにはweb.xml

に以下のクラスを Filter として設定する必要がある。 

 
jp.co.intra_mart.framework.base.service.EncodingFilter 

 

intra-martをインストールした場合、標準で以下のような設定がされている。 

 jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServiceServletにリクエストが渡る前に実行される。 

 jp.co.intra_mart.framework.base.service.IntramartConnectServlet にリクエストが渡る前に実行

される。 

 上記のサーブレットに関連するフィルタの中で一番最初に実行される1。 

                                                                 
1 ServletRequestの setCharacterEncoding メソッドはリクエストのパラメータや入力内容を読み込む前に呼ばれる必要があるため、できる限り

最初のほうに配置している。 
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3.3.1.2.2 エンコーディングの設定 

クライアントから送られてくるリクエストのエンコーディングの設定は「3.4.4.1.2 クライアントエンコーディング」で定

義されている項目で行う。設定方法は利用する ServicePropertyHandlerに依存するので、関連する資料を参照す

ること。 

3.3.2 ファイルアップロード 
ブラウザからファイルをアップロードするリクエストが来た場合、ファイルデータを取得する一般的な方法は大体以

下のような手順となる： 

(1) リクエストから入力ストリームを（javax.servlet.ServletRequestの getInputStream等で）取得する。 

(2) 取得した入力ストリームからファイルデータを取得する。 

 
しかし、一度リクエストからストリームを取得するとパラメータ取得に関連するメソッド（getParameter等）が使用でき

なくなる。入力ストリームの内容を独自に解析してパラメータの情報を取得することは可能だが、それなりの労力を

要することになる。 

 
im-J2EE Frameworkではこの問題を解決するためにファイルアップロードフィルタを用意している。ファイルアップ

ロードフィルタはファイルをアップロードするリクエストが来たとき、通常のリクエストと同様にパラメータを取得するメ

ソッド（getParameter等）が利用できるのと同時にアップロードされたファイルも取得できる方法を提供する。 

3.3.2.1 動作 
jp.co.intra_mart.framework.base.service.FileUploadFilter はリクエストがファイルアップロードである場

合に jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServiceControllerAdapterのサブクラスでパラメータもア

ップロードされたファイルも容易に取得できる方法を提供する。このフィルタを使うことにより、「図  3-4 

FileUploadFilter を利用したときの ServiceControllerAdapter」に示すような方法でアップロードされたファイルの取

得を行うことができるようになり、パラメータの取得も通常のリクエストに対する場合と同じ方法（getParameter メソ

ッド等）を利用することができる。 

HttpServletRequest
ServiceControllerAdapterの

サブクラス
jp.co.intra_mart.foundation.http

MultipartFormData.Entity

(2)ファイル情報取得（getInputStream等）

(4)パラメータ取得（getParameter等）

(1)getEntity("filename")

(3)getRequest

 

図 3-4 FileUploadFilter を利用したときの ServiceControllerAdapter 
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ファイルアップロードフィルタを利用した時のファイルの取得ならびにパラメータの取得方法を以下に示す。 

(1) ServiceControllerAdapterの getEntity メソッドを利用して MultiPartFormData.Entityを取得する。 

(2) MultiPartFormData.Entityから（getInputStream メソッド等を通じて）ファイルの内容を取得する。 

(3) ServiceControllerAdapterの getRequest メソッドを利用して HttpServletRequest を取得する。 

(4) リクエストのパラメータを取得する。 

3.3.2.2 ファイルアップロードフィルタの適用 
ファイルアップロードフィルタを利用するためには以下のような設定が必要となる。 

 ブラウザからのリクエスト 

 web.xmlの設定 

3.3.2.2.1 ブラウザからのリクエスト 

ファイルアップロードフィルタは、ブラウザから以下の条件をすべて満たすリクエストに対してのみ適用される。 

 リクエストのメソッドが"POST"であること。この場合、大文字、小文字は問わない。 

 リクエストの ContentTypeが"multipart/form-data"であること。 

 
ブラウザから送られてきたリクエストが上記の条件を満たさない場合、ファイルアップロードフィルタは何も行わな

い。 

3.3.2.2.2 web.xml の設定 

ファイルアップロードフィルタは Servlet 2.3 の Filter 機能を利用している。このフィルタを有効にするためには

web.xmlに以下のクラスを Filter として設定する必要がある。 

 
jp.co.intra_mart.framework.base.service.FileUploadFilter 

 
intra-martをインストールした場合、標準で以下のような設定がされている。 

 jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServiceServletにリクエストが渡る前に実行される。 

 エンコーディングフィルタ（「3.3.1 エンコーディング」参照）の次に実行される2。 

 
ファイルアップロードフィルタの後でリクエストを入れ替えるようなコーディングは推奨されない。この場合、

ServiceControllerAdapterの getEntity メソッドの動作は保障されない。推奨されない例として以下のような場

合があげられる。 

 リクエスト時に独自の HttpServletRequestを生成して doFilterを実行するフィルタをアップロードフィル

タの後で実行されるように追加する。 

 アップロードフィルタ実行後に独自の HttpServletRequest を生成して forwardする。 

3.3.3 セッション 

3.4 サービスに関連するプロパティ 
im-J2EE Framework のサービスフレームワークではさまざまなプロパティを外部で設定することが可能である。サ

ービスプロパティの取得は jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServicePropertyHandler インタフェ

ースを実装したクラスから取得する。im-J2EE Framework ではこのインタフェースを実装した複数の実装クラスを

標準で提供している（「図 3-5 ServicePropertyHandler」を参照）。サービスプロパティの設定方法は im-J2EE 

Frameworkでは特に規定してなく、前述のインタフェースを実装したクラスに依存する。 

                                                                 
2 この位置に配置しない場合、im-J2EE Frameworkの動作は保障されない。 
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<<interface>>
ServicePropertyHandler

Default
ServicePropertyHandler

TextFile
ServicePropertyHandler

独自に開発した
ServicePropertyHandler

 

図 3-5 ServicePropertyHandler 

3.4.1 サービスに関連するプロパティの取得 
サービスに関連するプロパティは ServicePropertyHandler から取得する。ServicePropertyHandler は

jp.co.intra_mart.framework.service.ServiceManager の getServicePropertyHandler メソッドで取得する

ことができる。ServicePropertyHandler は必ずこのメソッドを通じて取得されたものである必要があり、開発者が

自分でこの ServicePropertyHandler の実装クラスを明示的に生成（new による生成や java.lang.Class の

newInstance メソッド、またはリフレクションを利用したインスタンスの生成）をしてはならない。 

 
ServicePropertyHandlerの取得とプロパティの取得に関連する手順を「図 3-6 ServicePropertyHandlerの取得」

に示す。 

Service
Manager

アプリケーション
Property
Manager

Service
PropertyHandler

(1)getServicePropertyHandler
(2)getPropertyHandler("service")

(3)get～

 

図 3-6 ServicePropertyHandler の取得 

(1) ServiceManagerから ServicePropertyHandler を取得する。 

(2) ServiceManagerの内部では PropertyManagerから ServicePropertyHandlerを取得し、アプリケーショ

ンに返している。（この部分は ServiceManagerの内部で行っていることであり、開発者は特に意識する必

要はない。この部分は ServiceManager の内部で行っていることであり、開発者は特に意識する必要はな

い。 

(3) ServicePropertyHandler を利用して各種のプロパティを取得する。 

3.4.2 標準で用意されている ServicePropertyHandler 
im-J2EE Frameworkでは jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServicePropertyHandlerを実装した

クラスをいくつか提供している。それぞれ設定方法やその特性が違うため、運用者は必要に応じてこれらを切り替

えることができる。 
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3.4.2.1 DefaultServicePropertyHandler 
jp.co.intra_mart.framework.base.service.DefaultServicePropertyHandler として提供されている。プロ

パティの設定はリソースファイルで行う。リソースファイルの内容は「プロパティ名=プロパティの値」という形式で設

定する。使用できる文字などは java.util.ResourceBundleに従う。 

 
このリソースファイルは使用するアプリケーションから取得できるクラスパスにおく必要がある。リソースファイルのフ

ァイル名や設定するプロパティ名などの詳細は API リストを参照。 

3.4.2.2 TextFileServicePropertyHandler 
jp.co.intra_mart.framework.base.service.TextFileServicePropertyHandler として提供されている。

DefaultServicePropertyHandler と同じ形式のリソースファイルを利用するが、以下の点が違う。 

 クラスパスに通す必要がない。 

 アプリケーションから参照できる場所であれば、ファイルシステムの任意の場所に配置できる。 

 設定によってはアプリケーションを停止しないでリソースファイルの再読み込みが可能となる。 

 
リソースファイルのファイル名や設定するプロパティ名などの詳細は API リストを参照。 

3.4.3 独自の DataPropertyHandler 
ServicePropertyHandler を開発者が独自に作成する場合、以下の要件を満たす必要がある。 

 jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServicePropertyHandler インタフェースを実装してい

る。 

 publicなデフォルトコンストラクタ（引数なしのコンストラクタ）が定義されている。 

 すべてのメソッドに対して適切な値が返ってくる（「3.4.4 プロパティの内容」参照）。 

 isDynamic()メソッドが false を返す場合、プロパティを取得するメソッドはアプリケーションサーバを再起

動しない限り値は変わらない。 

3.4.4 プロパティの内容 
サービスに関連するプロパティの設定方法は運用時に使用する ServicePropertyHandler の種類によって違う

が、概念的には同じものである。 

 
サービスに関連するプロパティの内容は以下のとおりである。 

3.4.4.1 共通 

3.4.4.1.1 動的読み込み 

isDynamic()メソッドで取得可能。 

 
このメソッドの戻り値が trueである場合、このインタフェースで定義される各プロパティ取得メソッド（get～メソッド）

は毎回設定情報を読み込みに行くように実装されている必要がある。false である場合、各プロパティ取得メソッ

ドはパフォーマンスを考慮して取得される値を内部でキャッシュしてもよい。 

3.4.4.1.2 クライアントエンコーディング 

getClientEncoding()メソッドで取得可能。 

 
ブラウザから送られてくるリクエストの内容のエンコーディングを設定する。省略した場合、リクエストに対する文字

コードの変換は行われない。 
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3.4.4.1.3 コンテキストパス 

getContextPath()メソッドで取得可能。 

 
im-J2EE Framework を動かすときの Web アプリケーションのコンテキストパスを設定する。パスの指定は必ず"/"

で開始する必要がある。省略した場合、nullが返される。 

3.4.4.1.4 サービスサーブレットパス 

getServiceServletPath()メソッドで取得可能。必須。 

 
jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServiceServlet（「3.5.1 ServiceServlet」を参照）にマッピングさ

れているパスを設定する。パスの指定は必ず"/"で開始する必要がある。 

3.4.4.1.5 アプリケーションパラメータ名 

getApplicationParamName()メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション ID を引き渡すときに使われる、リクエストのパラメータ名を設定する。省略した場合、

jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServicePropertyHandler.DEFAULT_APPLICATION_PARAMETER

の値（"application"）を返す。 

3.4.4.1.6 サービスパラメータ名 

getServiceParamName()メソッドで取得可能。 

 
サービス ID を引き渡すときに使われる、リクエストのパラメータ名を設定する。省略した場合、

jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServicePropertyHandler.DEFAULT_SERVICE_PARAMETER の値

（"service"）を返す。 

3.4.4.1.7 例外属性名 

getExceptionAttributeName()メソッドで取得可能。 

 
例 外 を 例 外 ペ ー ジ に 渡 す と き の リ ク エ ス ト の 属 性 名 を 設 定 す る 。 省 略 し た 場 合 、

jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServicePropertyHandler.DEFAULT_EXCEPTION_ATTRIBUTE の

値（"exception"）を返す。 

3.4.4.1.8 デフォルト入力エラーページパス 

getInputErrorPagePath()メソッドで取得可能。 

 
デフォルトの入力エラーページのパスを設定する。コンテキストルートからの相対パスで指定する。パスの指定は

"/"で開始する必要がある。設定されていない場合、ServicePropertyExceptionが throw される。 

3.4.4.1.9 デフォルトサービスエラーページパス 

getServiceErrorPagePath()メソッドで取得可能。 

 
デフォルトのサービスエラーページのパスを設定する。コンテキストルートからの相対パスで指定する。パスの指

定は"/"で開始する必要がある。設定されていない場合、ServicePropertyExceptionが throw される。 

3.4.4.1.10 デフォルトシステムエラーページパス 

getSystemErrorPagePath()メソッドで取得可能。 
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デフォルトのシステムエラーページのパスを設定する。コンテキストルートからの相対パスで指定する。パスの指定

は"/"で開始する必要がある。設定されていない場合、ServicePropertyExceptionが throw される。 

3.4.4.2 アプリケーション個別 

3.4.4.2.1 ServiceController 
getServiceControllerName(String, String)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション ID とサービス ID に対応する ServiceController のクラス名を設定する。未設定の場合、null

を返す。ここで指定するクラスは jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServiceController インタフェ

ースを実装している必要がある。 

3.4.4.2.2 Transition 
getTransitionName(String, String)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション ID とサービス IDに対応する Transitionのクラス名を設定する。未設定の場合、null を返す。

ここで指定するクラスは jp.co.intra_mart.framework.base.service.Transitionクラスを拡張している必要が

ある。 

3.4.4.2.3 キー付遷移パス 

getNextPagePath(String application, String service, String key)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション ID、サービス ID とキーに対応する次の遷移先のパスを設定する。コンテキストルートからの相対

パスで指定する。パスの指定は"/"で開始する必要がある。遷移先をアプリケーション ID とサービス ID の組み合

わせよりも細かく指定したい場合などに使用する。設定されていない場合、ServicePropertyExceptionが throw

される。 

3.4.4.2.4 遷移パス 

getNextPagePath(String application, String service)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション IDとサービス IDに対応する次の遷移先のパスを設定する。コンテキストルートからの相対パスで

指定する。パスの指定は"/"で開始する必要がある。設定されていない場合、ServicePropertyException が

throw される。 

3.4.4.2.5 キー付入力エラーページパス 

getInputErrorPagePath(String application, String service, String key)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション ID、サービス ID とキーに対応する入力エラーページのパスを設定する。コンテキストルートから

の相対パスで指定する。パスの指定は "/"で開始する必要がある。設定されていない場合、

getInputErrorPagePath(String application, String service)を呼んだときと同じ結果となる。入力エラーの

遷移先をアプリケーション ID とサービス IDの組み合わせよりも細かく指定したい場合などに使用する。 

3.4.4.2.6 入力エラーページパス 

getInputErrorPagePath(String application, String service)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション ID とサービス IDに対応するデフォルトの入力エラーページのパスを設定する。コンテキストルー

トからの相対パスで指定する。パスの指定は "/"で開始する必要がある。設定されていない場合、

getInputErrorPagePath(String application)を呼んだときと同じ結果となる。 
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3.4.4.2.7 デフォルト入力エラーページパス 

getInputErrorPagePath(String application)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション ID に対応するデフォルトの入力エラーページのパスを設定する。コンテキストルートからの相対

パスで指定する。パスの指定は"/"で開始する必要がある。設定されていない場合、getInputErrorPagePath()

を呼んだときと同じ結果となる。 

3.4.4.2.8 キー付サービスエラーページパス 

getServiceErrorPagePath(String application, String service, String key)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション ID、サービス ID とキーに対応するサービスエラーページのパスを設定する。コンテキストルート

からの相対パスで指定する。パスの指定は "/"で開始する必要がある。設定されていない場合、

getServiceErrorPagePath(String application, String service)を呼んだときと同じ結果となる。サービスエ

ラーの遷移先をアプリケーション ID とサービス IDの組み合わせよりも細かく指定したい場合などに使用する。 

3.4.4.2.9 サービスエラーページパス 

getServiceErrorPagePath(String application, String service)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション ID とサービス ID に対応するデフォルトのサービスエラーページのパスを設定する。コンテキスト

ルートからの相対パスで指定する。パスの指定は"/"で開始する必要がある。設定されていない場合、

getServiceErrorPagePath(String application)を呼んだときと同じ結果となる。 

3.4.4.2.10 デフォルトサービスエラーページパス 

getServiceErrorPagePath(String application)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション IDに対応するデフォルトのサービスエラーページのパスを設定する。コンテキストルートからの相

対 パ ス で 指定 す る 。 パ ス の 指 定 は "/" で 開始 す る 必 要 が あ る 。 設 定 さ れ て い な い 場合 、

getServiceErrorPagePath()を呼んだときと同じ結果となる。 

3.4.4.2.11 キー付システムエラーページパス 

getSystemErrorPagePath(String application, String service, String key)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション ID、サービス IDとキーに対応するシステムエラーページのパスを設定する。コンテキストルートか

らの相対パスで指定する。パスの指定は "/"で開始する必要がある。設定されていない場合、

getSystemErrorPagePath(String application, String service)を呼んだときと同じ結果となる。入力エラー

の遷移先をアプリケーション ID とサービス IDの組み合わせよりも細かく指定したい場合などに使用する。 

3.4.4.2.12 システムエラーページパス 

getSystemErrorPagePath(String application, String service)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション ID とサービス ID に対応するデフォルトのシステムエラーページのパスを設定する。コンテキスト

ルートからの相対パスで指定する。パスの指定は"/"で開始する必要がある。設定されていない場合、

getSystemErrorPagePath(String application)を呼んだときと同じ結果となる。 

3.4.4.2.13 デフォルトシステムエラーページパス 

getSystemErrorPagePath(String application)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション IDに対応するデフォルトのシステムエラーページのパスを設定する。コンテキストルートからの相
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対パ ス で 指定 す る 。 パ ス の 指 定 は "/" で 開始 す る 必 要 が あ る 。 設 定 さ れ て い な い 場合 、

getSystemErrorPagePath()を呼んだときと同じ結果となる。 

3.5 画面遷移 
im-J2EE Frameworkで画面遷移する際の処理概要を「図 3-7 画面遷移の概要」に示す。 

Service
Manager

HttpServlet
Request

Service
Servlet

アプリケーションID,
サービスIDの取得

サービスコントローラの取得

Service
Controller

Transition

トランジションの取得

check

service

setInformation

transfer

準備

入力処理

遷移処理

 

図 3-7 画面遷移の概要 

3.5.1 ServiceServlet 
「図 3-7 画面遷移の概要」を見ると、リクエストがすべて 1 つのサーブレットで管理されているのがわかる。このサ

ーブレットは jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServiceServlet として実装されている。 

 
「準備」の箇所ではリクエストからアプリケーション ID とサービス ID を取得し、該当する ServiceController と

Transition を取得している。 

 
「入力処理」ではリクエストの内容を ServiceControllerの check メソッドでチェックし、service メソッドで具体的

な処理を行っている。 

 
「遷移処理」では Transitionの setInformationメソッドで次の画面に遷移する準備をし、transfer メソッドで実

際に遷移する。 

 
「図 3-7 画面遷移の概要」では画面遷移時の全体の処理概要が示されているが、すべての詳細処理が記述さ
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れているわけではない。詳細な内容を以下の順に説明する。 

 準備 

 入力処理 

 遷移処理 

3.5.2 準備 
im-J2EE Frameworkでは ServiceControllerで処理を受け付け、Transitionで次の画面へ遷移する。ここでは

リクエストからアプリケーション ID とサービス IDを取得し、該当する ServiceController と Transition を取得し

ている。 
Service
Manager

HttpServlet
Request

Service
Servlet

(6)サービスコントローラの取得

ServiceProperty
Handler

Service
Controller

Transition

(7)getServiceControllerName

(8)生成

(9)トランジションの取得
(10)getTransitionName

(11)生成

(1)getServicePropertyHandler

(2)getApplicationParamName

アプリケーションIDのパラメータ名（デフォルトは"application"）

(3)getServiceParamName

サービスIDのパラメータ名（デフォルトは"service"）

init

(4)getParameter(アプリケーションIDのパラメータ名)

(5)getParameter(サービスIDのパラメータ名)

doPostまたはdoGet

 

図 3-8 サービスフレームワーク（準備） 

3.5.2.1 アプリケーション ID とサービス ID の取得 
ServiceServletは HttpServletRequest からアプリケーション ID とサービス ID を取得する（「図 3-8 サービス

フレームワーク（準備）」の(4)(5)）。これらの IDを取得するとき、ServiceServletは ServicePropertyHandlerの
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getApplicationParamName メソッドと getServiceParamName メソッドで取得される値を利用している。

getApplicationParamName メソッドと getServiceParamName メソッドは ServiceServletの初期化時（init メソッ

ドが呼ばれたとき）に 1 回だけ呼ばれ、その値を内部でキャッシュしている（「図 3-8 サービスフレームワーク（準

備）」の(2)(3)）。そのため、このプロパティが動的に変更できても実質的にはその影響は受けない。 

 
リクエストに含まれるアプリケーション ID とサービス ID のパラメータ名は通常はそれぞれ"application"と

"service"である。この値は ServicePropertyHandler の実装が認めていればその値を変更することが可能であ

る（jp.co.intra_mart.framework.base.service.DefaultServicePropertyHandler を利用している場合、

ServiceConfig.properties の application.param と service.param で変更可能）。そのため、 im-J2EE 

Frameworkのアプリケーションの開発者はこれらの値を明示的に利用してはならない。 

 

現在のバージョンの im-J2EE Frameworkではアプリケーション ID とサービス IDはリクエストのパラメータとして渡

されているが、この方法は今後のバージョンで変更される可能性がある。そのため、開発者はリクエストの中に上

記のパラメータ（アプリケーション ID とサービス ID）が存在することを仮定したプログラムを作成するべきではな

い。 

3.5.2.2 ServiceController の取得 
ServiceServletはアプリケーション ID とサービス IDに該当する ServiceController を ServiceManager から

取得す る （ 「 図  3-8 サー ビ ス フ レーム ワー ク （ 準備 ） 」 の (6) ） 。 こ の と き 、 ServiceManager の

getServiceController メ ソ ッ ド が 使 わ れ る 。 こ の メ ソ ッ ド で は ServicePropertyHandler の

getServiceControllerNameを通じて ServiceControllerのクラス名を取得し（「図 3-8 サービスフレームワーク

（準備）」の(7)）、該当する ServiceController を新規に生成する（「図 3-8 サービスフレームワーク（準備）」の

(8)）。 

 
アプリケーション ID とサービス ID に該当する ServiceController のクラス名が指定されていない場合、

ServiceManagerは null を返す。 

3.5.2.3 Transition の取得 
ServiceServletはアプリケーション ID とサービス IDに該当する Transition を ServiceManagerから取得する

（「図 3-8 サービスフレームワーク（準備）」の(9)）。このとき、ServiceManagerの getTransitionメソッドが使われ

る。このメソッドでは ServicePropertyHandlerの getTransitionName を通じて Transitionのクラス名を取得し

（「図 3-8 サービスフレームワーク（準備）」の(10)）、該当する Transition を新規に生成する（「図 3-8 サービス

フレームワーク（準備）」の(11)）。 

 
アプリケーション IDとサービス IDに該当する Transitionのクラス名が指定されていない場合、ServiceManager

は jp.co.intra_mart.framework.base.service.DefaultTransition を新規に生成して返す。 

3.5.3 入力処理 
リクエストに対する入力処理は im-J2EE Framework では ServiceController がその役目を担っている。

ServiceControllerの役割は以下のとおりである： 

 リクエスト内容のチェック 

 リクエストに対する処理 

 

ServiceController のクラス構成は「図  3-9 ServiceController の構成」のようになっている。この中で「～

ServiceController」「～ServiceResult」と記述してある箇所は開発者が実装するクラスである。 

Page 20 Copyright 2003 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 



 3 サービスフレームワーク

 

ServiceControllerを
直接実装したものでもよい

+setRequest()
+setResponse()
+check()
+service()

<<interface>>
ServiceController

+getEntity(name:String):MultipartFormData.Entity
+getRequest()
+getResponse()

ServiceControllerAdapter

<<interface>>
ServiceResult

～ServiceResult～ServiceController

ServiceServlet

 

図 3-9 ServiceController の構成 

ServiceServletはリクエストを受け取ると該当する ServiceController が設定されているかどうかチェックする。

ServiceControllerが設定されている場合、その ServiceControllerのメソッドを「図 3-10 サービスフレームワ

ーク（入力処理）」のように呼び出す。 
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ServiceServlet ～ServiceController

(1)setRequest

(2)setResponse

(3)check

(4)service

HttpServletRequest HttpServletResponse

情報取得

情報取得

情報取得

情報取得

im-J2EE Framework の範囲

ServiceResult

～ServiceResult
処理結果生成

 

図 3-10 サービスフレームワーク（入力処理） 

(1) setRequest(javax.servlet.HttpServletRequest request) メ ソ ッ ド を呼び出 し 、 リ ク エ ス ト を

ServiceControllerに渡す。 

(2) setResponse(javax.servlet.HttpServletResponse response)メソッドを呼び出し、レスポンスを

ServiceControllerに渡す。 

(3) check()メソッドを呼び出し、入力チェックを行う。このとき、ServiceController 内で先に設定された

HttpServletRequest や HttpServletResponse を取得することが可能であればその内容を利用すること

ができる。 

(4) service() メ ソ ッ ド を呼び出し 、処理結果である ServiceResult を取得する 。 この と き 、

ServiceController内では先に設定された HttpServletRequestや HttpServletResponseを取得する

ことが可能であればその内容を利用することができる。 

3.5.3.1 ServiceControllerAdapter 
jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServiceControllerはインタフェースであるため、開発者がこの

インタフェースを利用して ServiceController を作成する場合はすべてのメソッドを実装しなくてはならない。こ

れは check メソッドや service メソッドでリクエストやレスポンスを利用する場合、setRequest メソッドや

setResponse メソッドでリクエストやレスポンスをインスタンス変数などに設定する必要があることを意味し、リクエス

トやレスポンスが特に必要なかったり、入力チェックを行わない場合でも各種メソッド（setRequest、setResponse

および check）を空の状態で実装する必要があることを意味する。 
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これらの煩わしさを解消するためには、開発者は ServiceControllerを作成する場合、ServiceControllerイン

タフェースではなく、jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServiceControllerAdapter クラスを継承

する方法を推奨する。このクラスを継承して ServiceControllerを作成した場合、以下の利点がある。 

 必要以上にメソッドを実装なくてもよい。 

 setRequestや setResponse が既に実装されており、設定されたリクエストやレスポンスを取得するメソッド

（getRequest、getResponse）が用意されている。 

 リクエストがファイルアップロードの場合、その内容を取得するメソッド（getEntity）が用意されている。 

 「4 イベントフレームワーク」で紹介されているイベントフレームワークに関連する各種ユーティリティメソッド

（createEventや dispatchEvent等）が揃っている。 

 「5 セッションフレームワーク」で紹介されているセッションフレームワークに関連する各種ユーティリティメ

ソッド（getSessionObject3、getLoginUserIDおよび getLoginGroupID等）が揃っている。 

3.5.3.2 入力チェック 
im-J2EE Frameworkでは入力チェックとして check メソッドを用意している。このメソッドの実装は開発者に委ねら

れる。開発者はこのメソッド内でリクエストの内容をチェックすることが望ましい。 

 
入力内容が不正である場合、このメソッドは jp.co.intra_mart.framework.base.service.RequestException

またはそのサブクラスを throwするような実装が望ましい。詳細は「3.7.1 入力時の例外処理」を参照。 

3.5.3.3 処理 
check メソッドでリクエストの検証に成功した場合、im-J2EE Frameworkでは引き続いて service メソッドを呼び出

す。開発者はこのメソッド内でリクエストの内容を元に処理を依頼するよう実装する。ここで「処理を依頼」と書いた

のは、詳細なビジネスロジックはこのメソッドの中で記述するべきではなく、外部（im-J2EE Frameworkのイベントフ

レームワークなど）に出しておいたほうがメンテナンス性、汎用性が増すからである。service メソッド内では実際

に処理を行うのではなく、あくまで窓口として実装することが推奨される。 

 
外部のビジネスロジックを利用する方法として以下のものがあげられる。 

 ServiceControllerAdapterのメソッドからイベントフレームワークを利用 

 im-J2EE Frameworkのイベントフレームワークを直接利用 

3.5.3.3.1 ServiceControllerAdapter のメソッドからイベントフレームワークを利用 

ServiceControllerAdapter のメソッドを利用してイベントフレームワークに処理を依頼する方法は最も簡単な実

装方法である。開発者は「図 3-11 ServiceControllerAdapter からイベントフレームワークを利用」に示したようにし

てイベントフレームワークを利用することができる。 

                                                                 
3 intra-mart Version 4.0以降ではセッション管理は javax.servlet.http.HttpSessionに統合された。そのため、このメソッドではなくリクエスト

から直接 HttpSession を取得する方法が望ましい。 
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ServiceControllerAdapterのサブクラス

～Event

～ServiceController

(3)処理情報の設定

(6)処理結果の取得

～EventResult

～ServiceResult
(7)ServiceResultの生成

(8)ServiceResultの設定

(5)EventResultの生成

(2)Eventの生成

ServiceServlet

(1)createEvent

service

Event

EventResult

(4)dispatchEvent

ServiceResult

 

図 3-11 ServiceControllerAdapter からイベントフレームワークを利用 

(1) createEvent メソッドを呼び出し、Event を取得する。 

(2) ServiceControllerAdapter はイベントフレームワークを利用して該当する Event を取得する

（EventManager.createEvent メソッドを参照）。このとき、セッションからログインユーザ ID とログイングル

ープ IDを取得して Eventの生成に使用する。 

(3) 取得した Eventに処理を行うための情報を設定する。 

(4) dispatchEvent メソッドを呼び出し、処理を行う（EventManager.dispatch メソッドを参照）。 

(5) ServiceControllerAdapter はイベントフレームワークを利用して処理を実行し、処理結果である

EventResult を返す。 

(6) EventResultから処理結果の情報を取得する。 

(7) ServiceControllerの戻り値となる ServiceResult を生成する。 

(8) ServiceResultに結果を設定する。 

 
これらのうち、「(2)Event の生成」と「(5)EventResult の生成」は既に ServiceControllerAdapter で実装されてい

るため、開発者はこの箇所を実装する必要はない。 

3.5.3.3.2 im-J2EE Framework のイベントフレームワークを直接利用 

ServiceControllerインタフェースを直接実装する場合、イベントを実行するときは im-J2EE Frameworkのイベン

トフレームワークを直接利用する必要がある。ここでは「図 3-12 im-J2EE Framework のイベントフレームワークを
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直接利用」にサンプルとして ServiceControllerAdapterの内部でイベントフレームワークを利用している様子を

擬似的に示す。実際の ServiceControllerAdapterでは、ログインユーザ ID とログイングループ IDの取得が複

雑である。 

 

ServiceControllerを実装したクラス

event:
～Event

～Service
Controller

eventResult:
～EventResult

serviceResult:
～ServiceResult

ServiceServlet

service

Session
PropertyHandler

session:
HttpSession

Http
ServletRequest

EventManager

(1)getSession(false)

session

(2)getLoginUserIDKey()

user_id_key

(3)getAttribute(user_id_key)

user_id

(4)getLoginGroupIDKey()

group_id_key

(5)getAttribute(group_id_key)

group_id

(6)createEvent

event

Eventの生成

(7)処理情報の設定

(8)dispatchEvent

eventResult

EventResultの生成

(9)処理結果の取得

(10)ServiceResultの生成

(11)ServiceResultの設定

serviceResult

 

図 3-12 im-J2EE Framework のイベントフレームワークを直接利用 

(1) javax.servlet.http.HttpServletRequestから HttpSessionを取得する。 

(2) jp.co.intra_mart.framework.base.session.SessionPropertyHandler からセッションに登録されて

いるログインユーザの属性名を取得する。 

(3) HttpSessionからログインユーザ IDを取得する。 

(4) jp.co.intra_mart.framework.base.session.SessionPropertyHandler からセッションに登録されて

いるログイングループの属性名を取得する。 

(5) HttpSessionからログイングループ IDを取得する。 
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(6) EventManager.createEvent メソッドを呼び出し、Event を取得する。 

(7) 取得した Eventに処理を行うための情報を設定する。 

(8) EventManager.dispatch メソッドを呼び出し、処理を行う。 

(9) EventResultから処理結果の情報を取得する。 

(10) ServiceControllerの戻り値となる ServiceResult を生成する。 

(11) ServiceResultに結果を設定する。 

3.5.4 遷移処理 
リクエストに対する遷移処理は im-J2EE Frameworkでは Transitionがその役目を担っている。Transitionの役

割は以下のとおりである： 

 遷移先に対する準備 

 リクエストに対する処理 

 

ServiceController のクラス構成は「図 3-13 Transition の構成」のようになっている。この中で「～Transition」

「～ServiceResult」と記述してある箇所は開発者が実装するクラスである。 

+getRequest()
+getResponse()
+getResult()
#getNextPagePath()
+getNextPage()
+setInformation()
+transfer()

Transition

+getNextPage()
+setInformation()
+transfer()

DefaultTransition

<<interface>>
ServiceResult

～ServiceResult～Transition

ServiceServlet

Transitionを直接
継承したものでも
よい

 

図 3-13 Transition の構成 

ServiceServlet はリクエストを受け取ると該当する Transition が設定されているかどうかチェックする。

Transition が設定されている場合、その Transition のメソッドを「図 3-14 サービスフレームワーク（画面遷

移）」のように呼び出す。 
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～ServiceResultServiceServlet ～Transition

(1)setRequest

(2)setResponse

(3)setResult

(5)transfer

HttpServletRequest HttpServletResponse

情報取得

情報取得

(4)setInformation
情報取得

情報取得

情報取得

情報取得

im-J2EE Frameworkの範囲

 

図 3-14 サービスフレームワーク（画面遷移） 

(1) setRequest(javax.servlet.http.HttpServletRequest request)メソッドを呼び出し、リクエストを

Transitionに渡す。 

(2) setResponse(javax.servlet.http.HttpServletResponse response)メソッドを呼び出し、レスポンスを

Transitionに渡す。 

(3) setResult(jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServiceResult result)メソッドを呼び出し、

サービス処理結果を Transitionに渡す。ServiceControllerが指定されていない場合、nullが渡され

る。 

(4) setInformation()メソッドを呼び出し、次の画面に遷移する準備を行う。このとき、Transition 内で先に

設定された HttpServletRequest、HttpServletResponse または ServiceResult を取得することが可能

であればその内容を利用することができる。 

(5) transfer()メソッドを呼び出し、次の画面に遷移する。このとき、Transition 内で先に設定された

HttpServletRequest、HttpServletResponse または ServiceResult を取得することが可能であればそ

の内容を利用することができる。 

 

jp.co.intra_mart.framework.base.service.Transitionは抽象クラスであるため、開発者がこのクラスを利用

して Transition を作成する場合はすべての抽象メソッドを実装しなくてはならない。 
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im-J2EE Frameworkではあらかじめ目的に応じた以下のような Transition を用意している： 

 jp.co.intra_mart.framework.base.service.DefaultTransition 

 jp.co.intra_mart.framework.base.service.IntramartPageBaseTransition 

 
画面遷移に関して特殊な事情がない限りはこれらのクラスを継承することを推奨する。 

3.5.4.1 Transition 
Transition クラスはすべての Transition のもととなる抽象クラスである。このクラスでは開発者が頻繁に使用す

ると考えられるメソッドがあらかじめいくつか実装されている。 

3.5.4.1.1 getNextPagePath() 
Transition の getNextPagePath()メソッドはリクエストで指定されたアプリケーション ID とサービス ID から

ServicePropertyHandler の getNextPagePath(String application, String service)メソッドを使用して遷

移パス（「3.4.4.2.4 遷移パス」参照）を取得する。この動作を「図 3-15 Transition の getNextPathPage（キーなし）」

に示す。 

ServicePropertyHandlerTransition

getNextPagePath

getNextPagePath(アプリケーションID, サービスID)

遷移先パス

サービスID

アプリケーションID

遷移先パス

getApplication

getService

 

図 3-15 Transition の getNextPathPage（キーなし） 

「図  3-15 Transition の getNextPathPage（キーなし）」に示したシーケンス図の中で getApplication()と

getService()という2つのメソッドがある。これらのメソッドはそれぞれリクエストに対するアプリケーション IDとサー

ビス IDを取得するものである。これらの値は ServiceServletから Transitionに対して設定される。 

 
これらのメソッドをオーバーライドすればアプリケーション IDやサービス IDをリクエストとは無関係なものにすること

が可能であるが、画面遷移の保守が難しくなるため推奨されない。 

3.5.4.1.2 getNextPagePath(String key) 
Transtionの getNextPagePath(String key)メソッドはリクエストで指定されたアプリケーション IDとサービス ID、

さらにキーからServicePropertyHandlerのgetNextPagePath(String application, String service, String 

key)メソッドを使用して遷移パス（「3.4.4.2.3 キー付遷移パス」参照）を取得する。この動作を「図 3-16 Transition

の getNextPathPage（キー付）」に示す。 
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ServicePropertyHandlerTransition

getNextPagePath(キー)

getNextPagePath(アプリケーションID, サービスID, キー)

遷移先パス

サービスID

アプリケーションID

遷移先パス

getApplication

getService

 

図 3-16 Transition の getNextPathPage（キー付） 

「図  3-16 Transition の getNextPathPage（キー付）」に示したシーケンス図の中で getApplication()と

getService()については「3.5.4.1.1 getNextPagePath()」で説明した内容と同様である。 

3.5.4.2 DefaultTransition 
im-J2EE Framework を前提として開発を行い、処理も何も行わずに単純に次の画面に forward する場合、開発

者は Transition を作成・設定する必要はない。リクエストに対して Transition が設定されていない場合、

im-J2EE Framework では DefaultTransition が設定されているものとみなされる（リクエストに該当する

Transition が設定 されて いな い場合 、 ServiceManager の getTransition メ ソ ッ ド の戻 り 値 が

DefaultTransition となる）。DefaultTransitionの setInformation メソッドや transfer メソッドでは特殊な処

理は何も行わず、次の画面をプロパティから取得してforwardするだけである。DefaultTransitionの動作を「図 

3-17 DefaultTransitionの動作」に示す。 
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ServiceServlet DefaultTransition

setRequest,
setResponse,
setResult

transfer

HttpServletRequest RequestDispatcher

setInformation

getRequestDispatcher(遷移先パス)

forward()

遷移先パス

遷移先パス

getNextPagePath(アプリケーションID, サービスID)

getNextPage()

何もしない

Transitionのメソッド

 

図 3-17 DefaultTransition の動作 

DefaultTransition を継承して Transition を作成した場合、以下の利点がある。 

 必要以上にメソッドを実装なくてもよい。 

 簡易的な transfer メソッドが既に実装されており、JSPや Servletに対する forwardであれば遷移先をプ

ロパティに設定するだけでよい。 

 リクエストがファイルアップロードの場合、その内容を取得するメソッド（getEntity）が用意されている。 

 
「図  3-17 DefaultTransition の動作」の transfer メソッドでは、結果的に ServicePropertyHandler の

getNextPagePath(String application, String service)メソッド（「3.4.4.2.4 遷移パス」を参照）で取得される

パスに forward するだけである。そのため、複雑な遷移を必要としない場合、開発者がするべきことは「3.4.4.2.4 

遷移パス」で指定されるプロパティを設定することだけである。 

3.5.4.3 IntramartPageBaseTransition 
IntramartPageBaseTransitionは im-J2EE Frameworkの JSPのページから intra-martのページベースの画面

に遷移することを目的とした Transition である。im-J2EE Framework とページベースの画面では引き渡す情報

のフォーマットが異なるため、単純な forward では対処できない。そのため、IntramartPageBaseTransition で

はブラウザに一時的な画面を返してリダイレクトを行っている。一時的にブラウザに返される画面は単純にページ

ベースの画面に遷移するための情報を含んでおり、表示後直ちにWebサーバにリクエストを送るようになっている。

（「図 3-18 ページベースへの遷移」参照） 
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ブラウザ Webサーバ

リクエスト（im-J2EEの画面からページベースの画面）

ページベースへの遷移情報

リダイレクト

ページベースの画面

 

図 3-18 ページベースへの遷移 

遷移先のページは「3.4.4.2.4 遷移パス」で指定されるプロパティによって決定される。この場合に設定するパスは

ページベース間で遷移する場合のパスと同じものを指定する。 

 
ページベースへの遷移情報を表示するまでの動作を「図 3-19 IntramartPageBaseTransitionの動作」に示す。 

 

ServiceServlet
IntramartPageBase

Transition

setRequest,
setResponse,
setResult

transfer

HttpServlet
Request

HttpServlet
Response

setInformation

パラメータの取得

intra-martページベースへの遷移

getNextPagePath(アプリケーションID, サービスID)

getNextPage()

何もしない

Transitionのメソッド
遷移先パス

遷移先パス

 

図 3-19 IntramartPageBaseTransition の動作 
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3.5.4.4 例 

3.5.4.4.1 単純な遷移 

im-J2EE Frameworkのサービスフレームワークを利用して次の画面に遷移する最も単純な方法はプロパティを設

定することである。ServicePropertyHandler の getNextPagePath(String application, String service)メ

ソッドで取得される値が遷移先のページパスとなるようにプロパティを設定する。ここで applicationと serviceは

それぞれリクエストに指定されたアプリケーション ID とサービス IDである。 

 
この場合、Transition を設定する必要はない。 

3.5.4.4.2 次画面に情報を渡す遷移 

遷移先の画面で何らかの処理結果を受け取ったり、画面表示用のキーワードなどが必要とされる場合、

Transition の setInformation メソッド内でその情報を設定する。最も簡単な実装の例を「リスト 3-1 次画面に

情報を渡す Transition」に示す。 

 

リスト 3-1 次画面に情報を渡す Transition 

 

・・・ 

public class MyTransition extends DefaultTransition { 

    public void setInformation() throws TransitionException { 

        HttpServletRequest request = getRequest(); 

        request.setAttribute("search", "keyword"); 

    } 

} 

・・・ 

 

 
「リスト 3-1 次画面に情報を渡す Transition」ではリクエストの属性"search"に値"keyword"を設定している。また

DefaultTransition を継承しており、setInformation 以外のメソッドがオーバライドされていないので、

「3.5.4.4.1 単純な遷移」で示したような単純な遷移が行われるだけである。 

3.5.4.4.3 複数の遷移先 

遷移先がただ 1つに固定されている場合、DefaultTransitionを使えば im-J2EE Frameworkの画面に遷移する

ことは容易である。しかし、条件によって遷移先を振り分けたい場合、このままでは対応できない。いくつかの遷移

先の候補があってそれらを動的に振り分けたい場合、独自の Transition を作成する必要がある。 

 
この場合、具体的には以下のようないくつかの方法があげられる： 

 DefaultTransition を継承したクラスを作成し、getNextPage メソッドをオーバーライドする。 

 DefaultTransition を継承したクラスを作成し、getNextPagePath メソッドをオーバーライドする。 

 Transition（または DefaultTransition）を継承したクラスを作成し、transfer メソッドをオーバーライド

する。 

 
遷移先が im-J2EE Frameworkである場合、最初の方法が最も実装が容易である場合が多い。この場合の例を「リ

スト 3-2 複数の遷移先」に示す。 

 
この Transition では MyResult という独自の ServiceResult を受け取るようになっている。MyResult には処理
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結果として数値が設定され、それらは getNumber メソッドで取得できるように実装されているとする。「リスト 3-2 複

数の遷移先」ではこの数値を元にキーを再定義し（setInformation メソッド）、そのキーに応じて遷移先を取得し

ている（getNextPage メソッド）。 

 

リスト 3-2 複数の遷移先 

 

・・・ 

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

 

public class ConditionalTransition extends DefaultTransition { 

 

    private String condition = null; 

 

    public void setInformation() { 

        MyResult result = (MyResult)getResult(); 

        if (result.getNumber() == 1) { 

            this.condition = "cond1"; 

        } else if (result.getNumber() == 2) { 

            this.condition = "cond2"; 

        } else if (result.getNumber() == 3) { 

            this.condition = "cond3"; 

        } 

    } 

 

    public void getNextPage() throws ServicePropertyException { 

        return getNextPagePath(this.condition) 

    } 

} 

 

3.5.4.4.4 その他の遷移先 

遷移先が JSP以外（PDF ファイルなど）であったり、ファイルのダウンロードなどを行いたい場合、単純な画面遷移

で は 対 応 で き な い 。 こ の 場 合 、 一 時 的 に JSP ま た は サ ー ブ レ ッ ト に 遷 移 し て そ の 中 で

javax.servlet.http.HttpServletResponse の出力ストリームに出力する方法が考えられるが、ここでは

Transition を使う方法を紹介する。 

 
「図 3-14 サービスフレームワーク（画面遷移）」を見るとわかるように、次の画面に遷移する（表示する）方法は

Transitionの transfer メソッドに任されている4。そのため、intra-mart以外の画面に遷移したりファイルをダウン

ロードさせたいときなどは transfer メソッドで対応することができる。 

 
transfer メソッドを利用してファイルをダウンロードさせる場合の例を「リスト 3-3 ファイルのダウンロード」に示

す。 

 
この Transition では DownloadResult という独自の ServiceResult を受け取るようになっている。

DownloadResult には処理結果としてダウンロードするときのブラウザ側に送信するファイル名とその実際のない

様が設定され、それらは getFilenameメソッド、getFiledataメソッドで取得できるように実装されているとする。「リ

スト 3-3 ファイルのダウンロード」ではこれらの内容を取得し（setInformationメソッド）、その内容をブラウザ側に

                                                                 
4 DefaultTransitionや IntramartPageBaseTransitionではこの部分は実装済みであるため、これらのクラスを継承している場合再定義する

必要はない。 
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送信している（getNextPage メソッド）。 

 

リスト 3-3 ファイルのダウンロード 

 

・・・ 

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

 

public class DownloadTransition extends DefaultTransition { 

 

    private String filename = null; 

    private byte[] filedata = null; 

 

    public void setInformation() { 

        DownloadResult result = (DownloadResult)getResult(); 

        this.filename = result.getFilename(); 

        this.filedata = result.getFiledata(); 

    } 

 

    public void transfer() throws ApplicationException, SystemException { 

        // ヘッダの出力 

        getResponse().setContentType("application/octet-stream"); 

        getResponse().setHeader("Content-Disposition", 

                                "attachment; filename=¥"" + this.filename + "¥""); 

 

        // 出力ストリームへ出力 

        try { 

            OutputStream os = getResponse().getOutputStream(); 

            os.write(this.filedata); 

            os.flush(); 

        } catch (Exception e) { 

            throw new SystemException(e.getMessage(), e); 

        } 

    } 

} 

 

3.6 画面表示 
画面表示を行う方法は複数あるが、ここでは im-J2EE Framework でもっとも標準的と考えられる方法について述

べる。 

3.6.1 JSP 
im-J2EE Frameworkで開発を行う場合、遷移先として JSPが最も多いと考えられる。単純に表示するだけならば普

通の JSP となんら変化はないが、初期表示に必要となる内容を取得したり、次の画面にセッションを続けるために

は以下のようなものを利用することができる。 

 タグライブラリ 

 HelperBean 

3.6.1.1 タグライブラリ 
im-J2EE Frameworkではセッションを維持したり画面表示を補助するための以下のような JSP拡張タグがある。 

 Form 

 Link 
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 Frame 

 Param 

 Submit 

 HelperBean 

 
これらの JSP拡張タグは、im-J2EE Frameworkでは標準では「リスト 3-4 im-J2EE Frameworkのタグライブラリの

URI」に示す URIで提供されている。 

 

リスト 3-4 im-J2EE Framework のタグライブラリの URI 

http://www.intra-mart.co.jp/taglib/core/framework 

 
JSPの中では「リスト 3-4 im-J2EE Frameworkのタグライブラリの URI」に示す URIを指定すれば im-J2EEのタグ

ライブラリを使用できる。im-J2EE Framework のタグライブラリを使用する場合の JSP の記述例を「リスト 3-5 

im-J2EE Frameworkのタグライブラリを使用する JSP」に示す。この例では、im-J2EE Frameworkのタグライブラリ

のプレフィックスとして"imartj2ee"を指定し、Form タグを利用している。 

 

リスト 3-5 im-J2EE Framework のタグライブラリを使用する JSP 

 

・・・ 

<%@ taglib prefix="imartj2ee" uri="http://www.intra-mart.co.jp/taglib/core/framework" %> 

・・・ 

<imartj2ee:Form application="sample" service="test" method="POST"> 

・・・ 

</imartj2ee:Form> 

 

3.6.1.1.1 Form 
Form タグの書式は通常の HTMLの<FORM>タグとほぼ同じであるが、以下のような違いがある。 

 action属性が存在しない。 

 属性名はすべて小文字である必要がある。 

 
Form タグでは action属性の代わりに application属性と service属性が存在する。これらの属性はそれぞれアプリ

ケーション ID とサービス IDを意味する。 

3.6.1.1.2 Link 
Link タグの書式は通常の HTMLの<A>タグとほぼ同じであるが、以下のような違いがある。 

 href属性が存在しない。 

 属性名はすべて小文字である必要がある。 

 
Link タグでは href属性の代わりに application属性と service属性が存在する。これらの属性はそれぞれアプリケ

ーション ID とサービス IDを意味する。 

 
Link タグでは Param タグを入れ子にして使うことができる。この場合、Param タグの内容が Link タグによって送ら

れるリクエストのパラメータとなる。この場合、リクエストは GETで送られる。 
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3.6.1.1.3 Frame 
Frame タグの書式は通常の HTMLの<FRAME>タグとほぼ同じであるが、以下のような違いがある。 

 src属性が存在しない。 

 属性名はすべて小文字である必要がある。 

 
Frame タグでは src属性の代わりに application属性と service属性が存在する。これらの属性はそれぞれアプリケ

ーション ID とサービス IDを意味する。 

 
Frame タグでは Param タグを入れ子にして使うことができる。この場合、Param タグの内容が Frame タグによって送

られるリクエストのパラメータとなる。この場合、リクエストは GETで送られる。 

3.6.1.1.4 Param 
Param タグは Link タグや Frameタグによってブラウザからサーバに送られるときのリクエストのパラメータを設定す

る。Param タグは常に Link タグまたは Frame タグとともに使われるものであり、単独では存在できない。書式を以

下に示す。 

<prefix:Param name="name_string" value="exp" /> 

 
この中で prefix は im-J2EE Framework のタグライブラリを使うときのプレフィックスを、name_string はリクエスト

が送られる場合のパラメータ名を、expはその値を意味する。 

 
上 記 の 書 式 で Link ま た は Frame タ グ で リ ク エ ス ト が 送 ら れ た 場 合 、 サ ー バ 側 で は

javax.servlet.http.HttpServletRequestの getParameter メソッドでその値を取得することができる。 

3.6.1.1.5 Submit 
Submit タグは Form タグで指定されているサービスを変更するものである。Submit タグは Form タグの中でしか使

用することができない。 

 
Form タグの中に複数の Submitボタンを配置し、押されたボタンによって違う処理を行いたい場合が少なからずあ

る。Submit ボタンとして HTML の<INPUT type="submit">タグを使おうとすると、この様な処理は実現できない。

この場合、Submitタグによって生成された Submitボタンであればより柔軟に上記の処理が可能となる。Submitタ

グは HTMLの<INPUT>タグと書式はほぼ同じであるが、以下の点が異なる。 

 type属性が存在しない。 

 属性名はすべて小文字である必要がある。 

 
このタグそのものが Submitボタンを意味するため、type属性は存在しない。また application属性と service属性が

存在する。これらの属性はそれぞれアプリケーション ID とサービス IDを意味する。 

 
Form タグと Submit タグのどちらでもアプリケーション ID とサービス IDの指定が可能である。両方とも指定された

場合、実際に押された Submit タグの値が優先される。 

3.6.1.1.6 HelperBean 
HelperBeanタグは HelperBeanを使用するためのタグである。HelperBeanについては「3.6.1.2 HelperBean」で説

明する。HelperBean タグの書式を以下に示す。 

 
<prefix:HelperBean id="bean_name" class="class_name" /> 

 
このタグを使用することにより JSPの中でクラス class_nameのインスタンス bean_nameが使用できるようになる。 
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3.6.1.2 HelperBean 
初期表示用のデータを取得する場合、画面遷移時にデータを取得して表示用データとして渡す方法と画面表示

時にデータを取得する方法が考えられる。後者の場合、HelperBean を利用して初期表示用データを取得すると

より便利になる。 

 
HelperBeanの構成を「図 3-20 HelperBeanの構成」に示す。 

 

+init()
#createEvent(application:String, key:String):Event
#dispatchEvent(event:Event):EventResult

HelperBean

+getException():Throwable

ErrorHelperBean

<<interface>>
HttpServletResponse

HelperBeanタグ

<<interface>>
HttpServletRequest

 

図 3-20 HelperBean の構成 

 
HelperBeanは以下のタグライブラリを使うことで使用することが可能となる。 

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

    ・・・ 

    <prefix:HelperBean id="bean_name" class="class_name" /> 

 
この中で prefixは im-J2EE Frameworkのタグライブラリを使うときのプレフィックスを、bean_nameは JSPの中でス

クリプト変数として使うときの変数名を、class_nameは HelperBeanのクラス名を意味する。 

 
class_nameに指定できるクラスは以下の条件を満たす必要がある。 

 jp.co.intra_mart.framework.base.web.bean.HelperBeanのサブクラスである。 

 以下の条件をすべて満たすコンストラクタがあること。 

 publicである。 

 引数がない。 

 throws 節に jp.co.intra_mart.framework.base.web.bean.HelperBeanException またはそのサ

ブクラスが指定されている。 

 
このタグでは class_name で指定されたクラスが新たに生成され、リクエストとレスポンスが設定され初期化メソッド

init()が呼び出される。この様子を「図 3-21 HelperBeanの初期化」に示す。 
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HelperBeanタグ

HelperBean

setRequest(request)

setResponse(response)

<<create>>

init()

request:
HttpServletRequest

response:
HttpServletResponse

JSP

HelperBeanタグ

処理
getRequest()

getResponse()

 

図 3-21 HelperBean の初期化 

 
init メソッド内または HelperBean タグで初期化された後に呼ばれる HelperBeanのメソッドからは getRequest メ

ソッドや getResponse メソッドによってリクエストやレスポンスを取得することが可能である。getRequest メソッドや

getResponse メソッドはコンストラクタ内で呼んだ場合は何も設定されてないため nullが返ってくる。 

 
また、HelperBeanにはイベント処理を簡潔に行う createEvent メソッドや dispatchEvent メソッドが用意されてい

る。これらの使用方法は「図 3-11 ServiceControllerAdapterからイベントフレームワークを利用」で示した内容と同

様である。HelperBean内からイベントを呼び出す場合のサンプルコードを「リスト 3-6 HelperBean のサンプル」に

示す。 
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リスト 3-6 HelperBean のサンプル 

 

・・・ 

import java.util.Collection; 

import jp.co.intra_mart.framework.base.web.bean.HelperBean; 

import jp.co.intra_mart.framework.base.web.bean.HelperBeanException; 

・・・ 

 

public class TestHelperBean extends HelperBean { 

 

    private String keyword; 

 

    public TestHelperBean() throws HelperBeanException { 

        super(); 

        this.keyword = null; 

    } 

 

    public void init() { 

        this.keyword = (String)(getRequest().getAttribute("keyword")); 

    } 

 

    public Collection getSearchResult() { 

        SearchEvent searchEvent = (SearchEvent)createEvent("sample", "search"); 

        searchEvent.setKeyword(this.keyword); 

        SearchEventResult result = (SearchEventResult)dispatchEvent(searchEvent); 

 

        return result.getSearchList(); 

    } 

} 

 

 
「リスト 3-6 HelperBean のサンプル」はリクエストの属性"keyword"で指定されるキーワードをもとに情報を検索し

てくる。情報の検索は im-J2EE Framework のイベントフレームワークを利用して SearchEvent クラスと

SearchEventResult クラスで取得される。im-J2EE Frameworkのイベントフレームワークの詳細は「4 イベントフレ

ームワーク」で述べる。 

3.6.2 JSP 以外の画面 
im-J2EE Framework では JSP 以外の画面にも遷移することが可能であるが、その標準的な方法は特に規定して

いない。この場合、画面表示の内容も遷移先の画面によって独自に実装する必要がある（Servlet に遷移する場

合、HttpServletResponse に出力する、まったく別の URL にリダイレクトするなど）。これらの独自の画面では

「3.6.1 JSP」で述べたようなタグライブラリや HelperBeanは使用できない。 

3.7 例外処理 
im-J2EE Frameworkのサービスフレームワークでは主に「図 3-22 サービスフレームワークの例外」で示した箇所

で例外を検知できるようになっている。 
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ServiceServlet ServiceController Transition

check

setInformation

transfer

入力時：
RequestException
SystemException

処理時：
ApplicationException
SystemException

遷移時：
SystemException

service

 

図 3-22 サービスフレームワークの例外 

 
 入力時（ServiceControllerの check メソッド） 

 処理時（ServiceControllerの service メソッド） 

 画面遷移時（Transitionの transfer メソッド） 

3.7.1 入力時の例外処理 
ServiceControllerの check メソッドでは以下の例外またはそのサブクラスを throwすることが可能である。 

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

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

 
開発者は ServiceController の check メソッドを実装するとき、入力内容に誤りや不備がある場合に

RequestException 及びそのサブクラスを出すように実装するべきである。それ以外の例外は SystemException

及びそのサブクラスとして出すように実装するべきである。 

 
ServiceControllerの check メソッドで RequestExceptionが発生した場合の動きを「図 3-23 RequestException

発生時」に示す。 
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図 3-23 RequestException 発生時 

 
ServiceController の check メソッドで SystemException が発生した場合の動きを「図 3-24 SystemException

発生時（check メソッド）」に示す。 
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getExceptionAttributeName()

setAttribute("exception_attribute", exception)

"exception_attribute"

getServletContext()

"system_error_page"

getRequestDispatcher("system_error_page")

forward(request, response)

 

図 3-24 SystemException 発生時（check メソッド） 
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「図 3-23 RequestException発生時」と「図 3-24 SystemException発生時（check メソッド）」の違いは check メソッ

ドが throw した例外の種類による動作のみである。check メソッドが RequestException（またはそのサブクラス）を

例外として throw した場合、ServiceServlet は Transition の getInputErrorPage メソッドを呼んで入力例外

ページを取得し、そのページに遷移する。一方、check メソッドが SystemException（またはそのサブクラス）を例

外として throw した場合、ServiceServlet は Transition の getSystemErrorPage メソッドを呼んでシステム例

外ページを取得し、そのページに forwardする。 

 
例外情報（check メソッドから throwされた例外）はリクエストの属性に設定される。属性の名前はプロパティによっ

て設定されたものであり、ServicePropertyHandlerの getExceptionAttributeName メソッドで取得されるもので

ある。forward された遷移先のページではこの属性を通じて例外情報を取得することができる。 

3.7.2 処理時の例外処理 
ServiceControllerの service メソッドでは以下の例外またはそのサブクラスを throwすることが可能である。 

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

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

 
開発者は ServiceControllerの serice メソッドを実装するとき、同一キーのデータの二重登録や削除済みのデ

ータに対するアクセスなどユーザによる操作の範囲内で想定される不具合がある場合に ApplicationException

及びそのサブクラスを出すように実装するべきである。それ以外の例外は SystemException 及びそのサブクラス

として出すように実装するべきである。 

 
ServiceController の service メソッドで ApplicationException が発生した場合の動きを「図  3-25 

ApplicationException発生時」に示す。 
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ApplicationException
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Request
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<<create>>

getServiceErrorPage(exception)

getExceptionAttributeName()
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"exception_attribute"
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getRequestDispatcher("request_error_page")

forward(request, response)

 

図 3-25 ApplicationException 発生時 
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ServiceControllerの serviceメソッドで SystemExceptionが発生した場合の動きを「図 3-26 SystemException

発生時（service メソッド）」に示す。 
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図 3-26 SystemException 発生時（service メソッド） 

 
「図 3-25 ApplicationException発生時」と「図 3-26 SystemException発生時（serviceメソッド）」の違いは service

メソッドが throw した例外の種類による動作のみである。service メソッドが ApplicationException（またはその

サブクラス）を例外として throwした場合、ServiceServletは Transitionの getServiceErrorPage メソッドを呼

んでアプリケーション例外ページを取得し、そのページに遷移する。一方、service メソッドが SystemException

（またはそのサブクラス）を例外として throw した場合、ServiceServletは Transition の getSystemErrorPage

メソッドを呼んでシステム例外ページを取得し、そのページに forwardする。 

 
例外情報（serviceメソッドから throwされた例外）はリクエストの属性に設定される。属性の名前はプロパティによ

って設定されたものであり、ServicePropertyHandlerの getExceptionAttributeName メソッドで取得されるもの

である。forward された遷移先のページではこの属性を通じて例外情報を取得することができる。 

3.7.3 画面遷移時の例外処理 
ServiceController の service メソッドによる処理が正常終了した後、またはリクエストに対して

ServiceControllerが関連付けられていない場合、Transitionの transfer メソッドによって次のページに遷移

する。画面遷移時に例外が発生した場合、im-J2EE Framework では想定外の例外として扱っているため、

transfer メソッドでは jp.co.intra_mart.framework.system.exception.SystemException またはそのサブク

ラスを例外として throwする仕様になっている。 

 
transfer メソッドでシステム例外が発生した場合のシーケンス図を「図 3-27 SystemException発生時（transfer メ

ソッド）」に示す。 
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図 3-27 SystemException 発生時（transfer メソッド） 

 
Transitionの transfer メソッドが SystemExceptionまたはそのサブクラスを throwした後の動作は「3.7.1 入力

時の例外処理」や「3.7.2 処理時の例外処理」で示した SystemExceptionの場合と同様である。 

3.7.4 画面出力時の例外処理 
画面出力時の例外処理に関しては im-J2EE Frameworkでは特に規定はしていない。 

3.7.5 エラーページの取得 
im-J2EE Framework ではエラーの場合の遷移先を Transition から取得する。Transition のサブクラスである

DefaultTransitionでエラーページを取得する様子を「図 3-28 エラーページの取得」に示す。 

 

Page 44 Copyright 2003 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 



 3 サービスフレームワーク

 

Service
Servlet

DefaultTransition ServiceManager
exception:

RequestException
ServicePropertyHander

get～ErrorPage(exception)

クラス名の取得

getServicePropertyHander()

get～ErrorPagePath(application_id, service_id, exception_class_name)

error_page_path

getApplication()

application_id

getService()

service_id

exception_class_name

getServiceManager()

error_page_path

例外の種類によって
変わる

 

図 3-28 エラーページの取得 

 
「図 3-28 エラーページの取得」において get～ErrorPage または get～ErrorPagePath とあるところは発生する

例外の種類とその発生場所によって異なる。「表 3-1 例外発生時のメソッド」に呼ばれるメソッドの一覧を示す。 

表 3-1 例外発生時のメソッド 

発生する例外の種類 例外が発生する主なメソッド 呼ばれるメソッド 

RequestException ServiceControllerの check() getInputErrorPage 

getInputErrorPagePath 

ApplicationExcpetion ServiceControllerの service() getApplicationErrorPage 

getApplicationErrorPagePath 

SystemException ServiceControllerの check() 

ServiceControllerの service() 

Transitionの transfer() 

getSystemErrorPage 

getSystemErrorPagePath 

3.7.6 エラーページの表示 
「3.7.1 入力時の例外処理」～「3.7.3 画面遷移時の例外処理」で示した例外処理を行い「3.7.5 エラーページの

取得」で取得したエラーページへ遷移し表示を行う。このとき、例外情報（throw された例外）をリクエストの属性か

ら取得することができる。例外情報が含まれるリクエストの属性名は ServicePropertyHandler の

getExceptionAttributeName メソッドで取得できる。 

 
エラーページとして JSP を使用する場合、 im-J2EE Framework の拡張タグである HelperBean タグと

jp.co.intra_mart.framework.base.web.bean.ErrorHelperBean を利用して例外情報を取得することもできる。

この場合、HelperBean タグの class 属性には ErrorHelperBean またはそのサブクラスのパッケージ名を含んだ
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完全なクラス名を指定する5。これにより ErrorHelperBean が初期化され、getException メソッドによって例外情

報を取得することができる。 

 
JSP 内で例外情報を取得する例を「リスト  3-7 ErroHelperBean による例外情報の取得」に示す。ここで

foo.SampleErrorHelperBeanは jp.co.intra_mart.framework.base.web.bean.ErrorHelperBeanのサブクラ

スである。 

 

リスト 3-7 ErroHelperBean による例外情報の取得 

 

    ・・・ 

<%@ taglib prefix="im_j2ee" uri="http://www.intra-mart.co.jp/taglib/core/framework" %> 

    ・・・ 

<im_j2ee:HelperBean id="errorBean" class="foo.SampleErrorHelperBean"> 

    ・・・ 

<% 

    Throwable e = errorBean.getException(); 

    ・・・ 

%> 

 

 

                                                                 
5 HelperBean タグの詳細については「3.6.1.2 」を参照。 HelperBean
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4 イベントフレームワーク 

4.1 概要 
ビジネスロジックの処理方法はさまざまな形態があり、その方法を統合化させることは非常に難しい。しかし、その

手順は 1)処理に必要な入力情報の生成、2)入力情報に基づく処理、3)処理結果の返却、という点では共通して

いる。 

 
イベントフレームワークではこれらの一連の流れで共通的な部分をフレームワーク化している。 

 
注意： 
本章では、EJB を経由して処理を実行することも可能であることを述べているが、この機能を利用する場合 J2EE
アプリケーションサーバが EJBに対応している必要がある。 

4.2 構成 

4.2.1 構成要素 
データフレームワークは以下のようなものから構成されている。 

 Event 

 EventListenerFactory 

 EventListener 

 EventResult 

 EventTrigger 

 
これらの関連を「図 4-1 イベントフレームワークのクラス図」に示す。 

0..*

EventManager

<<interface>>
EventListener

<<interface>>
EventListenerFactory

Event

<<interface>>
EventPropertyHandler

Application ID
Key

<<interface>>
EventTrigger

<<interface>>
EventResult

アプリケーション

 

図 4-1 イベントフレームワークのクラス図 
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4.2.2 イベント処理 
im-J2EE Framework のイベントフレームワークでビジネスロジックを動かすときの概要を「図 4-2 イベント処理の

概要」に示す。 

 

アプリケーション EventManager

dispatch(event)
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event:
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独自情報の設定

createEvent

event

<<create>>

システム情報の設定

listener:
EventListener

result:
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execute(event)

情報の取得

<<create>>

result

開発者が作成するクラス
im-J2EE Framework で
用意されているクラス

factory:
EventListenerFactory

EventListenerの取得

listener

im-J2EE Framework で
一部用意されているクラス

EventPropertyHandler

Event情報の取得

EventListenerFactoryの取得

Factory情報の取得

factory

 

図 4-2 イベント処理の概要 

(1) EventManagerからアプリケーション ID とイベントキーに対応する Event を生成・取得する。 

(2) Eventに対してビジネスロジックの処理時に必要となる情報を設定する。 

(3) EventManagerに対してビジネスロジックの処理依頼をする。 

(4) EventManagerはアプリケーション ID とイベントキーに対応する EventListenerFactory を取得する。 

(5) EventManagerは EventListenerFactoryから EventListenerを取得する。 

(6) EventManagerは EventListenerに Event を渡す。 

(7) ビジネスロジックである EventListenerは処理を行い、結果である EventResult を返す。 
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4.3 構成要素の詳細 

4.3.1 Event 
Event はビジネスロジックとなる EventListener の入力情報である。イベント処理の開発者は以下の要件を満た

す Event クラスを作成する必要がある。 

 jp.co.intra_mart.framework.base.event.Event クラスを継承している。 

 publicなデフォルトコンストラクタ（引数なしのコンストラクタ）が存在する。 

 以下のフィールド名を持つインスタンス変数が宣言されていない。 

 application 

 key 

 loginUserID 

 loginGroupID 

 シリアライズ可能であること。EJB などを使う場合、Event はリモート環境に渡される。このとき、シリアライズ

ができないと Eventの内容が破壊される恐れがある。 

 
im-J2EE Framework のイベントフレームワークを利用してビジネスロジックを実行する場合、Event は

EventManagerの createEvent メソッドを呼び出して取得する必要がある。開発者は newやリフレクションなどによ

って Event を直接生成してはならない。EventManager から Event を取得したら、その Event に対してビジネスロ

ジックを起動する際に必要となる入力情報を設定する。これらの流れを「図 4-3 Eventの生成」に示す。 

 

アプリケーション EventManager

event:
Event

createEvent(application, key, loginUser, loginGroup)

event

<<create>>

アプリケーションIDの設定

キーの設定

ログインユーザIDの設定

ログイングループIDの設定

ビジネスロジックの入力情報の設定

EventPropertyHandler

getEventName(application, key)

Eventクラス名

 

図 4-3 Event の生成 

 
ビジネスロジック（EventListener）がシステムで設定する情報（アプリケーション ID、イベントキー、ログイン情報）

作成者：intra-mart Page 49

 



intra-mart im-J2EE Framework 仕様書（Version 4.1）

 

以外の入力情報を必要としない場合、プロパティにはアプリケーション IDとイベントキーに対応する Eventについ

て設定する必要はない。この場合、EventPropertyHandlerの getEventName メソッドは nullを返すように設計さ

れている必要がある（「4.4.4.2.1 イベント」参照）。EventPropertyHandlerの getEventNameメソッドが nullを返し

た場合、EventManagerは jp.co.intra_mart.framework.base.event.EmptyEvent を生成する（「図 4-4 Event

の生成（イベントの指定なし）」参照）。 

 

アプリケーション EventManager

event:
EmptyEvent

createEvent(application, key, loginUser, loginGroup)

event

<<create>>

アプリケーションIDの設定

キーの設定

ログインユーザIDの設定

ログイングループIDの設定

EventPropertyHandler

getEventName(application, key)

null

 

図 4-4 Event の生成（イベントの指定なし） 

4.3.2 EventListenerFactory 
EventListenerFactory の主な役割は EventListener を生成することである。EventListenerFactory そのもの

はビジネスロジックの実行とは関係ない。ビジネスロジックの実行は EventListenerと密接に関わっている。ここで

は EventListenerFactoryの存在意義について説明する。 

 
通常、ビジネスロジックを実行する前に何らかの準備をする必要がある。だが、この準備はビジネスロジックの実行

形態によって大きく異なる。例えば、ビジネスロジックが同一の Java 仮想マシン（VM）上の Java クラスで実装され

ている場合、ビジネスロジックの実行前に必要な作業はビジネスロジックのオブジェクトの生成程度であり、後は単

純なメソッド呼び出しで行われる。一方、ビジネスロジックが EJB[5]に代表されるようなリモート環境で実行される

場合、ビジネスロジックの実行前に必要な作業として Homeオブジェクトの取得や Remoteオブジェクトの取得など

があり、実行までの手続きは先ほどの Javaクラスのメソッドを直接呼び出す場合とは異なる（「図 4-5 ビジネスロジ

ックの実装による違い」参照）。 
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図 4-5 ビジネスロジックの実装による違い 

im-J2EE Frameworkでは上記の問題を EventListenerFactoryと EventListenerに分けることで解決している。

EventListenerFactory はビジネスロジックへの接続部分の生成と準備を抽象化したものであり、EventListener

はビジネスロジックの実行部分である。 

 
EventListenerFactory はアプリケーション ID とイベントキーの組み合わせで 1 つ対応付けられる。

EventListenerFactoryは動的読み込みが設定されていない場合（EventPropertyHandlerの isDynamic メソッ

ドの戻り値が false の場合）内部でキャッシュされる（「図 4-6 EventListenerFactory の生成（キャッシュあり、かつ

生成済）」参照）。そうでない場合、EventListenerFactory は毎回生成される（「図 4-7 EventListenerFactory の

生成（キャッシュなし、または未生成）」参照）。 
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アプリケーション EventManager

dispatch(event)

result

factory:
EventListenerFactory

create(event)

listener

execute(event)

result

listener:
EventListener

EventPropertyHandler

isDynamic

false

event:
Event

EventListenerFactory
のプール

getApplication

application_ID

getKey

key

getEventListenerFactoryName(application_ID, key)

factory_name

application_ID と key に該当する EventListenerFacotry を取得

factory

<<create>>

該当するEventListenerFactoryが
未生成の場合のみ新規に生成

 

図 4-6 EventListenerFactory の生成（キャッシュあり、かつ生成済） 
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アプリケーション EventManager

dispatch(event)

result

factory:
EventListenerFactory

create(event)

listener

execute(event)

result

listener:
EventListener

EventPropertyHandler

isDynamic

true or false

event:
Event

params:
EventListenerFactoryParam

getApplication

application_ID

getKey

key

getEventListenerFactoryName(application_ID, key)

factory_name

<<create>>

<<create>>

[isDynamic == true]
EventListenerFactoryはキャッシュされる

[isDynamic == false]
EventListenerFactoryはキャッシュされず毎回生成される

getEventListenerFactoryParams(application_ID, key)

<<create>>

params

initParam(param_name, value)

getName

param_name

getValue

value

application_ID と key に該当する
EventListenerFacotry を生成

 

図 4-7 EventListenerFactory の生成（キャッシュなし、または未生成） 

4.3.2.1 標準で用意されている EventListenerFactory 
EventListenerFactory は開発者が自分で作成することも可能だが、よく使われるものについては最初からいく

つか提供されている。最初から提供されている EventListenerFactoryは以下のとおりである。 

 StandardEventListenerFactory 

 GenericEventListenerFactory 

 StandardEJBEventListenerFactory 

 GenericEJBEventListenerFactory 

 
これらはすべてパッケージ jp.co.intra_mart.framework.base.eventに属している。 

4.3.2.1.1 StandardEventListenerFactory 
StandardEventListenerFactoryは StandardEventListenerを生成する。StandardEventListenerFactoryの

create メ ソ ッ ド は 呼 び 出 し 時 に 毎 回 StandardEventListener の イ ン ス タ ン ス を 生 成 す る 。
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StandardEventListenerのインスタンスはキャッシュされない。「図 4-8 StandardEventListenerの生成」を参照。 

 

StandardEventListenerFactoryEventManager

create

listener:
StandardEventListener

<<create>>

listener

EventListenerのクラス名取得

 

図 4-8 StandardEventListener の生成 

 
この EventListenerFactory を使用する場合、EventPropertyHandlerの getEventListenerFactoryParams メ

ソッドで「表 4-1 StandardEventListenerFactoryの初期化パラメータ」に示す初期化パラメータが取得される必要が

ある。 

 

表 4-1 StandardEventListenerFactory の初期化パラメータ 

パラメータ名 パラメータの内容 

listener 生成される StandardEventListenerのパッケージを含む完全なクラス名。 

4.3.2.1.2 GenericEventListenerFactory 
GenericEventListenerFactory は GenericEventListener を生成する。GenericEventListenerFactory の

create メ ソ ッ ド は 呼 び 出 し 時 に 毎 回 GenericEventListener の イ ン ス タ ン ス を 生 成 す る 。

StandardEventListenerのインスタンスはキャッシュされない。「図 4-9 GenericEventListenerの生成」を参照。 

 

GenericEventListenerFactoryEventManager

create

inner:
StandardEventListener

listener

StandardEventListenerのクラス名取得

listener:
GenericEventListener

<<create>>

<<create>>

setListener(inner)

 

図 4-9 GenericEventListener の生成 
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この EventListenerFactory を使用する場合、EventPropertyHandlerの getEventListenerFactoryParams メ

ソッドで「表 4-2 GenericEventListenerFactory の初期化パラメータ」に示す初期化パラメータが取得される必要が

ある。 

 

表 4-2 GenericEventListenerFactory の初期化パラメータ 

パラメータ名 パラメータの内容 

listener 包含する StandardEventListenerのパッケージを含む完全なクラス名。 

4.3.2.1.3 StandardEJBEventListenerFactory 
StandardEJBEventListenerFactoryは StandardEJBEventListener を生成する。一度 create メソッドによって

StandardEJBEventListener が生成されると、そのインスタンスは StandardEJBEventListenerFactory のインス

タンスにキャッシュされる。「図 4-10 StandardEJBEventListenerの生成」を参照。 

 

StandardEJBEventListenerFactoryEventManager

create

listener:
StandardEJBEventListener

listener

Homeオブジェクトのルックアップ名の取得

<<create>>

<<create>> (home)

InitialContext

home:
StandardEJBEventListenerAgentHome

lookup

home

lookup

・StandardEJBEventListenerが未取得の場合のみ
・取得済みの場合はそのStandardEJBEventListenerを返す

 

図 4-10 StandardEJBEventListener の生成 

 
「 表  4-3 StandardEJBEventListenerFactory の 初 期 化 パ ラ メ ー タ 」 に 示 す 初 期 化 パ ラ メ ー タ が

EventPropertyHandlerの getEventListenerFactoryParams メソッドで取得される必要がある。 

 

表 4-3 StandardEJBEventListenerFactory の初期化パラメータ 

パラメータ名 パラメータの内容 

home 生成される StandardEJBEventListenerで必要とされるEJBのHomeオブジ

ェクトをルックアップするときの名前。 

4.3.2.1.4 GenericEJBEventListenerFactory 
GenericEJBEventListenerFactory は EJB 経由で StandardEventListener を呼び出す際に使用する

GenericEJBEventListener を生成する。一度 create メソッドによって GenericEJBEventListenerが生成される

と、そのインスタンスは GenericEJBEventListenerFactory のインスタンスにキャッシュされる。「図  4-11 

作成者：intra-mart Page 55

 



intra-mart im-J2EE Framework 仕様書（Version 4.1）

 

GenericEJBEventListenerの生成」を参照。 

 

GenericEJBEventListenerFactoryEventManager

create

listener:
GenericEJBEventListener

listener

Homeオブジェクトのルックアップ名の取得

<<create>>

<<create>> (home, listener_name)

InitialContext

home:
GenericEJBEventListenerAgentHome

lookup

home

lookup

・GenericEJBEventListenerが未取得の場合のみ
・取得済みの場合はそのGenericEJBEventListenerを返す

Homeオブジェクトのルックアップ名の取得

listener_name

 

図 4-11 GenericEJBEventListener の生成 

 

 
「 表  4-4 GenericEJBEventListenerFactory の 初期化パ ラ メ ー タ 」 に 示 す の 初期化パ ラ メ ー タ が

EventPropertyHandlerの getEventListenerFactoryParams メソッドで取得される必要がある。 

 

表 4-4 GenericEJBEventListenerFactory の初期化パラメータ 

パラメータ名 パラメータの内容 

home 生成される StandardEJBEventListenerで必要とされるEJBのHomeオブジ

ェクトをルックアップするときの名前。 

listener 生成される StandardEventListenerのパッケージを含む完全なクラス名。 

4.3.2.2 独自の EventListenerFactory 
EventListenerFactory を開発者が独自に作成する場合、以下の要件を満たす必要がある。 

 jp.co.intra_mart.framework.base.event.EventListenerFactory インタフェースを実装している。 

 publicなデフォルトコンストラクタ（引数なしのコンストラクタ）が定義されている。 

 create メソッドが EventListener インタフェースを実装した適切なクラスのインスタンスを返す。 

 
独自に開発した EventListenerFactoryが上記の条件を満たす場合、im-J2EE Frameworkのイベントフレームワ

ークはその EventListenerFactoryを「図 4-6 EventListenerFactoryの生成（キャッシュあり、かつ生成済）」や「図 

4-7 EventListenerFactoryの生成（キャッシュなし、または未生成）」で示したように扱う。 
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4.3.3 EventListener 
EventListenerの主な役割はビジネスロジックの実行である。ビジネスロジックの実行はexecuteメソッドの中で行

う。executeメソッドの中では実際のビジネスロジックを実行する前にEventTrigger（「4.3.4 EventTrigger」参照）を

実行するように実装されていることが望ましい。EventListener の処理概要を「図 4-12 EventListener の概要」に

示す。 

 

アプリケーション EventManager

dispatch(event)

result

execute(event)

result

listener:
EventListener

event:
Event

trigger:
EventTrigger

アプリケーションIDの取得

イベントキーの取得

EventTriggerの取得

trigger

トリガの実行

ビジネスロジック

result:
EventResult

<<create>> 処理結果の生成

アプリケーションIDと
イベントキーに該当する
すべてのEventTriggerを実行

EventListenerの取得

listener

 

図 4-12 EventListener の概要 

4.3.3.1 標準で用意されている抽象 EventListener 
EventListener は開発者が自分で作成することも可能だが、よく使われるものについては最初からいくつか抽象

クラスとして提供されている。最初から提供されている EventListenerは以下のとおりである。 

 StandardEventListener 

 GenericEventListener 

 StandardEJBEventListener 

 GenericEJBEventListener 

 
これらはすべてパッケージ jp.co.intra_mart.framework.base.eventに属している。 

4.3.3.1.1 StandardEventListener 
StandardEventListenerは最も基本的な機能を持つ EventListenerである。開発者はこのクラスを拡張すること

でビジネスロジックの実装を行うことができる。このクラスは以下のような特徴を持つ。 
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 EventTriggerの実行に関しては意識する必要がない。 

 ビジネスロジックの実装は fire メソッドをオーバライドするだけでよい。 

 トランザクションの管理は自動的に行われる。「4.5.1 StandardEventListener」を参照。 

 GenericEJBEventListenerと組み合わせることにより、EJBを経由してリモート環境で実行することが可能。

「4.3.3.1.4 GenericEJBEventListener」を参照。 

 
StandardEventListenerの動作を「図 4-13 StandardEventListenerの動作」に示す。 

 

EventManager StandardEventListener

execute(event)

event:
Event

DataManager

dataController:
DataAccessController

getDataAccessController

dataController

triggerList:
EventTriggerList

<<create>> (application_ID, key)

getApplication

application_ID

getKey

key

InitialContext
ut:

UserTransaction

[GenericEJBEventListener経由でない場合] ユーザトランザクションの取得

ut

[GenericEJBEventListener経由でない場合] begin

fireAll(event, dataController)

fire(event)

result

result:
EventResult

<<create>>

<<create>>

commit

[GenericEJBEventListener経由でない場合] commit

release

result

実際に
オーバライド
するべき場所

 

図 4-13 StandardEventListener の動作 

4.3.3.1.2 GenericEventListener 
GenericEventListener は StandardEventListener を単純にラッピングしているだけであり、execute メソッドも
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StandardEventListenerの execute メソッドを呼び出しているだけである。 

 
StandardEventListenerの動作を「図 4-14 GenericEventListenerの動作」に示す。 

 

EventManager GenericEventListener

execute(event)

StandardEventListener

execute(event)

result
result:

EventResult

<<create>>

result

 

図 4-14 GenericEventListener の動作 

4.3.3.1.3 StandardEJBEventListener 
StandardEJBEventListener は EJB を利用する EventListener である。構造とシーケンス図を「図  4-15 

StandardEJBEventListener の構造」と「図 4-16 StandardEJBEventListener の動作（クライアント）」及び「図 4-17 

StandardEJBEventListenerの動作（EJBサーバ）」に示す。 

StandardEJBEventListener

<< interface >>
StandardEJBEventListenerAgent

<< interface >>
StandardEJBEventListenerAgentHome

+execute(event:Event):EventResult
#fire(event:Event, controller:DataAccessController):EventResult

StandardEJBEventListenerAgentBean

StandardEJBEventListenerFactory

#fire(event:Event, controller:DataAccessController):EventResult

開発するStandardEJBEventListenerAgentBean

 

図 4-15 StandardEJBEventListener の構造 
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EventManager StandardEJBEventListener

execute(event)

event:
Event

StandardEJBEventListenerAgentHome
agent:

StandardEJBEventListenerAgent

create

agent

execute(event)

result
result:

EventResult

result

 

図 4-16 StandardEJBEventListener の動作（クライアント） 

 

EJBコンテナ StandardEJBEventListenerAgentBean

execute(event)

event:
Event

DataManager

dataController:
DataAccessController

getDataAccessController

dataController

triggerList:
EventTriggerList

<<create>> (application_ID, key)

getApplication

application_ID

getKey

key

fireAll(event, dataController)

fire(event, dataController)

result

result:
EventResult

<<create>>

<<create>>

commit

release

result

実際にオーバライド
するべき場所

 

図 4-17 StandardEJBEventListener の動作（EJB サーバ） 

4.3.3.1.4 GenericEJBEventListener 
GenericEJBEventListener は EJB を経由してリモート環境にある StandardEventListener を実行する

EventListener である。構造とシーケンス図を「図  4-18 GenericEJBEventListener の構造」と「図  4-19 

GenericEJBEventListener の動作（クライアント）」及び「図 4-20 GenericEJBEventListener の動作（EJB サーバ）」
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に示す。 

-listenerName

GenericEJBEventListener

<< interface >>
GenericEJBEventListenerAgent

<< interface >>
GenericEJBEventListenerAgentHome

+execute(event:Event, listener:String):EventResult

GenericEJBEventListenerAgentBean

GenericEJBEventListenerFactory

+execute(event:Event):EventResult
#fire(event:Event)

StandardEventListener

#fire(event:Event)

開発するStandardEventListener

 

図 4-18 GenericEJBEventListener の構造 

 

EventManager GenericEJBEventListener

execute(event)

event:
Event

GenericEJBEventListenerAgentHome
agent:

GenericEJBEventListenerAgent

create

agent

execute(event, listenerName)

result
result:

EventResult

result

 

図 4-19 GenericEJBEventListener の動作（クライアント） 
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EJBコンテナ GenericEJBEventListenerAgentBean

execute(event, listenerName)

event:
Event

StandardEventListener

execute(event)

result
result:

EventResult

<<create>> (listenerName)

result

<<create>>

 

図 4-20 GenericEJBEventListener の動作（EJB サーバ） 

4.3.3.2 独自の EventListener 
EventListenerは受け取ったイベントを処理する。EventListenerは以下の要件を満たす必要がある。 

 インタフェース jp.co.intra_mart.framework.base.event.EventListener を実装している。 

 execute メソッドの中では（もし存在すれば）アプリケーション ID とイベントキーに対応するすべての

EventTrigger を実処理の前に行うように実装されている。この場合、以下の要領で EventTrigger の一

覧を取得する。 

 アプリケーション ID とイベントキーは引数として渡された event の getApplication メソッドと getKey

メソッドで取得される値を使う。 

 EventTriggerの一覧は EventPropertyHandlerの getEventTriggerInfos メソッドで取得する。 

4.3.4 EventTrigger 
EventTrigger は EventListener が実行される前に行われる処理内容である。EventTrigger は以下の点で

EventListener とは異なる。 

 同一のアプリケーション ID とイベントキーに対して複数設定できる。 

 処理結果（EventResult）を返さない。 

 
EventTriggerは以下の条件を満たしている必要がある。 

 インタフェース jp.co.intra_mart.framework.base.event.EventTrigger を実装している。 

 fire メソッドが適切な処理を行うように記述されている。 

 
EventTriggerインタフェースを実装した jp.co.intra_mart.framework.base.event.EventTriggerAdapter抽

象クラスを利用すると、StandardEventListener と同様に fire(Event)メソッドの中で getDAO メソッドを使用する

ことができる。このメソッドで取得される DAO は fire(Event, DataAccessController)メソッドで渡される

DataAccessControllerの getDAO メソッドの戻り値と同じである。 

4.3.5 EventResult 
EventResultは EventListenerの処理結果である。EventResultは以下の条件を満たしている必要がある。 

 jp.co.intra_mart.framework.base.event.EventResult インタフェースを実装している。 

 シリアライズ可能であること。EJBなどを使う場合、EventResultはリモート環境からもとの環境に渡される。

このとき、シリアライズができないと EventResultの内容が破壊される恐れがある。 

4.4 イベントに関連するプロパティ 
im-J2EE Frameworkのイベントフレームワークではさまざまなプロパティを外部で設定することが可能である。イベ
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ントプロパティの取得は jp.co.intra_mart.framework.base.event.EventPropertyHandler インタフェースを

実装したクラスから取得する。im-J2EE Framework ではこのインタフェースを実装した複数の実装クラスを標準で

提供している（「図 4-21 EventPropertyHandler」を参照）。イベントプロパティの設定方法は im-J2EE Framework

では特に規定してなく、前述のインタフェースを実装したクラスに依存する。 

 

<<interface>>
EventPropertyHandler

Default
EventPropertyHandler

TextFile
EventPropertyHandler

独自に開発した
EventPropertyHandler

 

図 4-21 EventPropertyHandler 

4.4.1 イベントに関連するプロパティの取得 
イベントに関連するプロパティは EventPropertyHandler から取得する。 EventPropertyHandler は

jp.co.intra_mart.framework.event.EventManagerの getEventPropertyHandlerメソッドで取得することがで

きる。EventPropertyHandler は必ずこのメソッドを通じて取得されたものである必要があり、開発者が自分でこの

EventPropertyHandlerの実装クラスを明示的に生成（newによる生成や java.lang.Classの newInstance メソ

ッド、またはリフレクションを利用したインスタンスの生成）をしてはならない。 

 
EventPropertyHandlerの取得とプロパティの取得に関連する手順を「図 4-22 EventPropertyHandlerの取得」に

示す。 

Event
Manager

アプリケーション
Property
Manager

Event
PropertyHandler

(1) getEventPropertyHandler
(2) getPropertyHandler("event")

(3) get～

 

図 4-22 EventPropertyHandler の取得 

(1) EventManagerから EventPropertyHandler を取得する。 

(2) EventManagerの内部では PropertyManagerから EventPropertyHandler を取得し、アプリケーションに

返している。この部分は EventManager の内部で行っていることであり、開発者は特に意識する必要はな

い。 

(3) EventPropertyHandler を利用して各種のプロパティを取得する。 
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4.4.2 標準で用意されている EventPropertyHandler 
im-J2EE Framework では jp.co.intra_mart.framework.base.event.EventPropertyHandler を実装したクラ

スをいくつか提供している。それぞれ設定方法やその特性が違うため、運用者は必要に応じてこれらを切り替える

ことができる。 

4.4.2.1 DefaultEventPropertyHandler 
jp.co.intra_mart.framework.base.event.DefaultEventPropertyHandler として提供されている。 

 
プロパティの設定はリソースファイルで行う。リソースファイルの内容は「プロパティ名=プロパティの値」という形式

で設定する。使用できる文字などはjava.util.ResourceBundleに従う。このリソースファイルは使用するアプリケ

ーションから取得できるクラスパスにおく必要がある。リソースファイルのファイル名や設定するプロパティ名などの

詳細は API リストを参照。 

4.4.2.2 TextFileEventPropertyHandler 
jp.co.intra_mart.framework.base.event.TextFileEventPropertyHandler として提供されている。 

 
DefaultEventPropertyHandler と同じ形式のリソースファイルを利用するが、以下の点が違う。 

 クラスパスに通す必要がない。 

 アプリケーションから参照できる場所であれば、ファイルシステムの任意の場所に配置できる。 

 設定によってはアプリケーションを停止しないでリソースファイルの再読み込みが可能となる。 

 
リソースファイルのファイル名や設定するプロパティ名などの詳細は API リストを参照。 

4.4.3 独自の EventPropertyHandler 
EventPropertyHandler を開発者が独自に作成する場合、以下の要件を満たす必要がある。 

 jp.co.intra_mart.framework.base.event.EventPropertyHandler インタフェースを実装している。 

 publicなデフォルトコンストラクタ（引数なしのコンストラクタ）が定義されている。 

 すべてのメソッドに対して適切な値が返ってくる。（「4.4.4 プロパティの内容」参照） 

 isDynamic()メソッドが false を返す場合、プロパティを取得するメソッドはアプリケーションサーバを再起

動しない限り値は変わらない。 

4.4.4 プロパティの内容 
イベントに関連するプロパティの設定方法は運用時に使用する EventPropertyHandler の種類によって違うが、

概念的には同じものである。 

 
イベントに関連するプロパティの内容は以下のとおりである。 

4.4.4.1 共通 

4.4.4.1.1 動的読み込み 

isDynamic()メソッドで取得可能。 

 
このメソッドの戻り値が trueである場合、このインタフェースで定義される各プロパティ取得メソッド（get～メソッド）

は毎回設定情報を読み込みに行くように実装されている必要がある。false である場合、各プロパティ取得メソッ

ドはパフォーマンスを考慮して取得される値を内部でキャッシュしてもよい。 
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4.4.4.2 アプリケーション個別 

4.4.4.2.1 イベント 

getEventName(String application, String key)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション ID とイベントキーに対応するイベントの完全なクラス名を設定する。未設定の場合、null を返す。

ここで指定するクラスは jp.co.intra_mart.framework.base.event.Event クラスを拡張している必要がある。 

4.4.4.2.2 EventListenerFactory 
getEventListenerFactoryName(String application, String key)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション IDとイベントキーに対応する EventListenerFactoryの完全なクラス名を設定する。未設定の場

合、jp.co.intra_mart.framework.base.event.EventPropertyExceptionがthrowされる。ここで指定するクラ

スは jp.co.intra_mart.framework.base.event.EventListenerFactory インタフェースを実装している必要が

ある。 

4.4.4.2.3 EventListenerFactory の初期パラメータ 

getEventListenerFactoryParams(String application, String key)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション ID とイベントキーに対応する EventListenerFactoryの初期パラメータを設定する。設定されて

いない場合、サイズが 0の配列を返す。 

4.4.4.2.4 EventTrigger 情報 

getEventTriggerInfos(String application, String key)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション IDとイベントキーに対応する EventTrigger情報を設定する。返される情報は以下の条件を満た

す必要がある。 

 jp.co.intra_mart.framework.base.event.EventTriggerInfoのコレクションである。 

 返されるコレクションのiteratorメソッドでは EventTriggerInfoが設定された順番に取得することが可能

である。 

 EventTriggerInfoは以下のような情報を含んでいる。 

 アプリケーション ID とイベントキーの組み合わせの中で一意となる順番（getNumber メソッドで取得可

能）。 

 EventTriggerのパッケージ名を含んだ完全なクラス名（getName メソッドで取得可能）。 

 
設定されていない場合、内容が空の Collectionが返される。 

4.5 トランザクション 
im-J2EE Framework のイベントフレームワークに標準で用意されている StandardEventListener と

StandardEJBEventListenerはトランザクション機能を備えている。これらは基本的に execute(Event event)メソ

ッドの単位でトランザクションを開始・終了している。これらを利用して EventListenerのコンポーネントを製造する

場合、fire メソッドの実装方法を以下のようにすればよい： 

 トランザクションをコミットしたい場合は通常処理で終了する。 

 トランザクションをロールバックさせたい場合は例外を throwする。 

4.5.1 StandardEventListener 
StandardEventListenerでトランザクションを管理している様子を「図 4-23 StandardEventListenerのトランザクシ
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ョン」に示す。 

EventManager StandardEventListener

execute(event)

event:
Event

DataManager

dataController:
DataAccessController

getDataAccessController

dataController

triggerList:
EventTriggerList

InitialContext
ut:

UserTransaction

ユーザトランザクションの取得

ut

begin

fireAll(event, dataController)

fire(event)

result

result:
EventResult

<<create>>

<<create>>

commit

commit

release

result

トリガの取得

triggerList

<<create>>

 

図 4-23 StandardEventListener のトランザクション 

「図  4-23 StandardEventListener のトランザクション 」を見ると commit が DataAccessController と

UserTransaction の 2 箇所で行われていることがわかる（DataAccessController で行うトランザクション管理に

ついては「6.5 トランザクション」を参照）。これは DataAccessController と UserTransactionは管理体系が異な

るトランザクションであるため両者は同一のトランザクションにはならないからである。そのため、データフレームワ

ークでデータベースなどを扱う場合、DataAccessControllerではなく UserTransactionで扱われる DataSource

でアクセスすることを推奨する。 

4.5.2 GenericEventListener 
GenericEventListenerでは特にトランザクションの管理は行っていない。トランザクションの管理方法は包含して

いる StandardEventListenerに委ねられている。 

4.5.3 StandardEJBEventListener 
StandardEJBEventListener でトランザクションを管理している様子を「図 4-24 StandardEJBEventListener のトラ
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ンザクション」に示す。 

EJBコンテナ StandardEJBEventListenerAgentBean

execute(event)

event:
Event

DataManager

dataController:
DataAccessController

getDataAccessController

dataController

triggerList:
EventTriggerList

fireAll(event, dataController)

fire(event, dataController)

result

result:
EventResult

<<create>>

<<create>>

commit

release

result

トリガの取得

triggerList

<<create>>

 

図 4-24 StandardEJBEventListener のトランザクション 

 
「図 4-24 StandardEJBEventListenerのトランザクション」を見ると UserTransaction の開始・終了がされていない

ことがわかる。そのため、StandardEJBEventListenerを使う場合、CMT（container-managed transaction：コンテナ

管理トランザクション）によってトランザクションの制御をするべきである。また、「4.5.1 StandardEventListener」の説

明と同様の理由により、データベースに対するアクセスは DataSourceで行うことを推奨する。 

4.5.4 GenericEJBEventListener 
GenericEJBEventListener でトランザクションを管理している様子を「図 4-25 GenericEJBEventListener のトラン

ザクション」に示す。 
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EJBコンテナ StandardEventListener

execute(event, listener)

event:
Event

DataManager

dataController:
DataAccessController

getDataAccessController

dataController

triggerList:
EventTriggerList

fireAll(event, dataController)

result:
EventResult

<<create>>

<<create>>

commit

release

result

GenericEJBEventListener
AgentBean

execute(event)

トリガの取得

triggerList

fire(event)

result

result

<<create>>

 

図 4-25 GenericEJBEventListener のトランザクション 

 
「図 4-25 GenericEJBEventListenerのトランザクション」を見ると UserTransactionの開始・終了がされていないこ

とがわかる。そのため、GenericEJBEventListener を使う場合、CMT（container-managed transaction：コンテナ管

理トランザクション）によってトランザクションの制御をするべきである。また、「4.5.1 StandardEventListener」の説明

と同様の理由により、データベースに対するアクセスは DataSourceで行うことを推奨する。 
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5 セッションフレームワーク 
注意： 
intra-mart では Version 3.2 までは独自のセッション管理方法を行っていたが、Version 4.0 からは実装が
HttpSessionに変更された。また、intra-martで J2EEベースのアプリケーションを作成する場合も HttpSession

を直接操作する方法が推奨されるようになった。現状のセッションフレームワークはログインユーザに関連する情

報以外は互換用のためだけに残されている。このため、im-J2EE Framework の今後のバージョンではセッション
フレームワークは大幅に変更される予定である。セッションに対して属性を登録、削除および参照をする場合、

HttpSessionに対して行う方法が推奨される。 

5.1 概要 
HTTPはステートレスなプロトコルであるため、ログインしたユーザなどを特定するためにはセッション管理が必要と

なる。Servletで開発を行う場合、セッション管理は javax.servlet.http.HttpSessionで行うことが一般的である

が、intra-martでは独自のセッション管理方法を持っている。 

 
また、上で述べた Web クライアントのセッションとは別に、通常の業務アプリケーションではログインセッションの概

念が存在することが多い。 

 
セッションフレームワークではセッションの管理方法の差を吸収し、その上でログインセッションを扱う方法を提供

する。 

5.2 セッションとログインセッション 
im-J2EE Frameworkではセッションとログインセッションを以下のように定義している： 

 セッション 

Web クライアント（主にブラウザ）とWeb コンテナ間で一連の流れとしてやり取りされるセッション。 

 ログインセッション 

Web クライアント（主にブラウザ）でユーザがログインし、ログアウトするまでのセッション。 

 
ログインセッションはセッションが存在することが前提である。1つのログインセッションは必ず対応するセッションが

1つだけ存在する。1つのセッションは同時点では最大 1つのログインセッションを持つ。 

 
セッションとログインセッションは必ずしも一致するとは限らない。1 つのセッションでログインセッションを再利用す

る場合もあれば、ログイン・ログアウトの要求があるたびにセッションが作成・削除される場合もある。 

 
セッションとログインセッションの様子を「図 5-1 ログインセッション（セッションを再利用する場合）」と「図 5-2 ログ

インセッション（セッションをログインごとに作成する場合）」に示す。これらの図によりセッションとログインセッション

が必ずしも一致しないことを示している。両者ともログインセッションはログイン情報がセッションに登録されたとき

に開始され、セッションから削除されたときに終了している。 
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Webクライアント セッション

ログイン情報

サーバアプリケーション

ログイン画面表示

ログイン

<<create>>

ログイン情報登録

アクセス

ログイン情報取得

アクセス

ログアウト

<<destroy>>

ログイン情報破棄

ログイン画面表示

ログイン情報

ログイン

<<create>>

ログイン情報登録

 

図 5-1 ログインセッション（セッションを再利用する場合） 
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Webクライアント

セッション

ログイン情報

サーバアプリケーション

ログイン画面表示

<<create>>

ログイン

<<create>>

ログイン情報登録

アクセス

ログイン情報取得

アクセス

ログアウト

<<destroy>>

ログイン情報破棄

ログイン画面表示

ログイン情報

ログイン

<<create>>

ログイン情報登録

<<destroy>>

セッション

<<create>>

 

図 5-2 ログインセッション（セッションをログインごとに作成する場合） 

5.3 構成 

5.3.1 構成要素 
セッションフレームワークは以下のようなものから構成されている。 

 SessionObject 

 SessionFactory 

 SessionFilter 

 
これらの関連を「図 5-3 セッションフレームワークの構成」に示す。 
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SessionManager

<<interface>>
SessionPropertyHandler

<<interface>>
SessionFactory

SessionFilter

<<interface>>
SessionObject

アプリケーション

 

図 5-3 セッションフレームワークの構成 

5.3.1.1 SessionObject 
SessionObject はセッション情報を包含したオブジェクトである。SessionObject を利用すれば、開発者はセッシ

ョン情報がどのように管理されているか（たとえば、HttpSession であるのか intra-mart のセッションであるのか）を

意識する必要がない。 

5.3.1.2 SessionFactory 
SessionFactoryはリクエストを元に SessionObject を生成する役割を持つ。 

5.3.1.3 SessionFilter 
SessionFilterは im-J2EE Frameworkのサービスフレームワークに SessionObject を提供する役割を持つ。ま

た、セッションタイムアウト時の画面遷移等も行う。 

5.4 構成要素の詳細 

5.4.1 SessionObject 
jp.co.intra_mart.faramework.base.session.SessionObject インタフェースはセッション情報を扱うオブジェ

クトのインタフェースである。 im-J2EE Framework のサービスフレームワークでは、SessionObject は

HttpServletRequest の 属 性 に 設 定 さ れ て い る 。 属 性 の 名 前 は SessionPropertyHandler の

getSessionObjectKey メソッドで取得できる。 

 
HttpServletRequestから SessionObject を取得し、セッションに対してデータを登録または取得する様子を「図 

5-4 セッションの取得とアクセス」に示す。 
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アプリケーション SessionManager

getSessionObject(request)

handler:
SessionPropertyHandler

session

getSessionObjectKey()

session_key

request:
HttpServletRequest

getAttribute(session_key)

session

session:
SessionObject

getAttribute("key")

セッションに登録されたオブジェクト

setAttribute("key", 登録するオブジェクト)

 

図 5-4 セッションの取得とアクセス 

 
「図 5-4 セッションの取得とアクセス」で示された方法でセッションを取得するためには、以下の条件がすべて満

たされている必要がある。 

 SessionPropertyHandlerの getSessionObjectKeyメソッドが null以外の Stringを返すようにプロパテ

ィが設定されていること。このメソッドの戻り値が null であるとき、SessionManager の getSessionObject

メソッドは null を返す。 

 SessionPropertyHandlerのgetSessionFactoryNameメソッドがSessionnFactoryインタフェースを実装

した適切なクラスの完全なクラス名を返すようにプロパティが設定されていること。 

 該当するリクエストに対してjp.co.intra_mart.framework.base.session.SessionFilterがServlet 2.3

の Filter として先に実行されていること。 

 
SessionPropertyHandler の getSessionObjectKey メソッドが null を返すとき、 SessionManager の

getSessionObject メソッドは null を返す。 

5.4.2 SessionFactory 
jp.co.intra_mart.framework.base.session.SessionFactoryインタフェースは SessionObjectを生成する役

割を持つ。このインタフェースを実装したクラスは SessionManager の中でのみ使用されることを目的としており、

アプリケーションから明示的にこのクラスを使用すべきではない。 

 
SessionManager の中で SessionFactory を利用して SessionObject を生成している様子を「図  5-5 

SessionObjectの生成」に示す。 
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アプリケーション SessionManager

getSessionObject(request)

handler:
SessionPropertyHandler

session

getSessionObjectKey()

session_key

request:
HttpServletRequest

getAttribute(session_key)

null

session:
SessionObject

factory:
SessionFactory

setAttribute(session_key, session)

getSessionObject(request)

<<create>>

session

 

図 5-5 SessionObject の生成 

5.4.3 SessionFilter 
jp.co.intra_mart.framework.base.session.SessionFilterは im-J2EE Frameworkのサービスフレームワー

クに SessionObject を提供する役割を持つ。また、ログインセッションの存在をチェックし、セッションタイムアウト

時の画面遷移等も行う。SessionFilterの詳細については「5.5.4.2 セッションフィルタの適用」を参照。 

5.5 ログインセッション 
im-J2EE Frameworkのサービスフレームワークでは、SessionObjectは HttpServletRequestの属性に設定され

ている。属性の名前は SessionPropertyHandlerの getSessionObjectKey メソッドで取得できる。 

5.5.1 ログインセッションの開始 
im-J2EE Frameworkではログインセッションを開始する方法やタイミングは特に規定していない。ただし、im-J2EE 

Frameworkは標準で intra-martのページベースのメニューから im-J2EE Frameworkに接続するためのサーブレッ

ト（IntramartConnectServlet）が用意されている。詳細については「8 intra-mart との接続」を参照。 

5.5.2 ログインセッションのタイムアウト 
im-J2EE Frameworkのセッションフレームワークでは、Web クライアントからリクエストが来たときにログインセッショ

ンが継続されているかどうかチェックする。以下の条件がすべて満たされる場合、ログインセッションが継続されて

いるものとみなされる： 

 以下の検索順で SessionObject または HttpSessionのいずれかが取得できること 

 SessionManagerの getSessionObject メソッドで SessionObject を取得 

 HttpServletRequestの getSession(false)メソッドで HttpSession を取得 

 取得した SessionObjectまたは HttpSessionに以下の名前で指定される属性がすべて定義されており、

その内容が空文字列でないこと 

 SessionPropertyHandlerの getLoginUserIDKey メソッドで戻される値 

 SessionPropertyHandlerの getLoginGroupIDKey メソッドで戻される値 

 

Page 74 Copyright 2003 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 



 5 セッションフレームワーク

 

この条件が満たされない場合、ログインセッションは終了（またはタイムアウト）しているものとみなされる。 

5.5.3 ログインセッションの終了 
im-J2EE Frameworkではログインセッションを明示的に終了する方法は特に規定していない。アプリケーション内

で明示的にログインセッションを終了するためにはセッションが「5.5.2 ログインセッションのタイムアウト」で示した

条件になるようにすればよい。 

5.5.4 セッションの設定 
im-J2EE Frameworkではセッションの設定はセッションフィルタで行っている。セッションフィルタはWebクライアン

トから送られてきたリクエスト（HttpServletRequest）にセッションを属性として追加している。 

5.5.4.1 セッションフィルタの動作 
jp.co.intra_mart.framework.base.session.SessionFilter はリクエストが来たときログインセッションが継続

されているかどうか調べる。「5.5.2 ログインセッションのタイムアウト」で示した条件が満たされる場合、ログインセッ

ションが継続されているものとみなされる。 

5.5.4.1.1 ログインセッションが続いている場合の処理 

SessionManager の getSessionObject メソッドの戻り値が null であるが、 HttpServletRequest の

getSession(false)メソッドで HttpSession が取得できた場合の様子を「図  5-6 SessionFilter の処理

（SessionManager.getSessionObjectがnull）」に、SessionManagerのgetSessionObjectメソッドでSessionObject

が取得できた場合の様子を「図 5-7 SessionFilterの処理（SessionManager.getSessionObjectが null以外）」にそれ

ぞれ示す。 
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doFilter(request, response, chain)
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SessionProperty

Handler
request:

ServletRequest

getSessionObject(request)
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session:
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getLoginUserIDKey

user_id_key

getAttribute(user_id_key)

user_id

getLoginGroupIDKey

group_id_key

getAttribute(group_id_key)

group_id

セッションの継続状況のチェック

true

true:user_id != null && group_id != null
false:上記以外

doFilter(servletRequest, servletResponse)

getSession(false)

session

 

図 5-6 SessionFilter の処理（SessionManager.getSessionObject が null） 
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doFilter(request, response, chain)

FilterChainSessionManagerSessionFilter SessionPropertyHandler

getSessionObject(request)

session

session:
SessionObject

getLoginUserIDKey

user_id_key

getAttribute(user_id_key)

user_id

getLoginGroupIDKey

group_id_key

getAttribute(group_id_key)

group_id

セッションの継続状況のチェック

true

true:user_id != null && group_id != null
false:上記以外

doFilter(servletRequest, servletResponse)

 

図 5-7 SessionFilter の処理（SessionManager.getSessionObject が null 以外） 

5.5.4.1.2 ログインセッションが終了している場合の処理 

「5.5.2 ログインセッションのタイムアウト」で示した条件が満たされていない場合、SessionFilter はログインセッ

ションが終了またはタイムアウトしたものとみなす。この場合、「5.7.4.1.6 セッションエラーページパス」で指定され

た例外ページに遷移する。 

 
ログインセッションが終了している場合の SessionFilterの動作を「図 5-8 SessionFilterの処理（ログインセッショ

ンが終了している場合）」に示す。 
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doFilter(request, response, chain)
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図 5-8 SessionFilter の処理（ログインセッションが終了している場合） 

5.5.4.2 セッションフィルタの適用 
セッションフィルタを利用するためには以下のような設定が必要となる。 

 web.xmlの設定 

 セッション定義情報の設定 

5.5.4.2.1 web.xml の設定 

セッションフィルタは Servlet 2.3の Filter機能を利用している。このフィルタを有効にするためにはweb.xmlに以下

のクラスを Filter として設定する必要がある。 

jp.co.intra_mart.framework.base.session.SessionFilter 

intra-martをインストールした場合、標準で以下のような設定がされている。 

 jp.co.intra_mart.framework.base.service.ServiceServletにリクエストが渡る前に実行される。 

 intra-martのサーブレットに関連するフィルタの中で一番最後に実行される。 

5.5.4.2.2 セッション定義情報の設定 

セッションフレームワークを動作させるためには、最低限以下の情報をプロパティによって設定する必要がある： 

 ログインユーザ ID 

 ログイングループ ID 

 セッションエラーページパス 

 
以下のプロパティは互換性のためだけに残されており、非推奨である。 

 セッションオブジェクトキー 

 セッション IDパラメータ名 
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 セッションファクトリクラス名 

 
ログインユーザ ID とログイングループ ID の属性名の設定はそれぞれ「5.7.4.1.4 ログインユーザ ID キー」と

「5.7.4.1.5 ログイングループ ID キー」で定義されている項目で、セッションエラーページパスの設定は「5.7.4.1.6 

セッションエラーページパス」で行う。設定方法は利用する SessionPropertyHandlerに依存するので、関連する

資料を参照すること。 

5.6 セッションに対する情報の設定と取得 
セッションに対する情報の設定と取得は HttpSession の getAttribute メソッドや setAttribute メソッドを使用

する方法が推奨される。この節で説明されている SessionObjectに対するアクセスは非推奨である。 

 
セッションに対する情報の設定と取得は SessionObjectの getAttirbute メソッドや setAttribute メソッドを使う。

setAttribute メソッドによって設定された値はセッション（正確にはログインセッション）が有効である場合はいつ

でも取得することができる。この様子を「図 5-9 セッションに対する情報の設定と取得」に示す。 

 

サーバアプリケーション SessionObject

login:
ログイン情報

ブラウザ

ログイン

<<create>>

setAttribute(login)

アクセス

setAttribute("name", data)

data:
アプリケーション情報

<<create>>

アクセス

getAttribute(name)

data

 

図 5-9 セッションに対する情報の設定と取得 

5.7 セッションフレームワークに関連するプロパティ 
im-J2EE Frameworkのセッションフレームワークではさまざまなプロパティを外部で設定することが可能である。セ

ッションプロパティの取得は jp.co.intra_mart.framework.base.session.SessionPropertyHandler インタフ

ェースを実装したクラスから取得する。im-J2EE Frameworkではこのインタフェースを実装した複数の実装クラスを

標準で提供している（「図 5-10 SessionPropertyHandler」を参照）。セッションプロパティの設定方法は im-J2EE 

Frameworkでは特に規定してなく、前述のインタフェースを実装したクラスに依存する。 
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<<interface>>
SessionPropertyHandler

Default
SessionPropertyHandler

独自に開発した
SessionPropertyHandler

 

図 5-10 SessionPropertyHandler 

5.7.1 セッションフレームワークに関連するプロパティの取得 
セッションに関連するプロパティは SessionPropertyHandler から取得する。SessionPropertyHandler は

jp.co.intra_mart.framework.session.SessionManager の getSessionPropertyHandler メソッドで取得する

ことができる。SessionPropertyHandler は必ずこのメソッドを通じて取得されたものである必要があり、開発者が

自分でこの SessionPropertyHandler の実装クラスを明示的に生成（new による生成や java.lang.Class の

newInstance メソッド、またはリフレクションを利用したインスタンスの生成）をしてはならない。 

 
SessionPropertyHandler の取得とプロパティの取得に関連する手順を「図 5-11 SessionPropertyHandler の取

得」に示す。 

Session
Manager

アプリケーション
Property
Manager

Session
PropertyHandler

(1) getSessionPropertyHandler
(2) getPropertyHandler("session")

(3) get～

 

図 5-11 SessionPropertyHandler の取得 

 
(1) SessionManagerから SessionPropertyHandler を取得する。 

(2) SessionManagerの内部では PropertyManagerから SessionPropertyHandlerを取得し、アプリケーショ

ンに返している。（この部分は SessionManagerの内部で行っていることであり、開発者は特に意識する必

要はない。） 

(3) SessionPropertyHandler を利用して各種のプロパティを取得する。 

5.7.2 標準で用意されている SessionPropertyHandler 
im-J2EE Frameworkでは jp.co.intra_mart.framework.base.session.DefaultSessionPropertyHandler と

いう標準の SessionPropertyHandlerを提供している。プロパティの設定はリソースファイルで行う。リソースファイ

ルの内容は 「プロパティ名 =プロパティの値 」 とい う形式で設定する。使用できる文字などは

java.util.ResourceBundleに従う。 
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このリソースファイルは使用するアプリケーションから取得できるクラスパスにおく必要がある。リソースファイルのフ

ァイル名や設定するプロパティ名などの詳細は API リストを参照。 

5.7.3 独自の SessionPropertyHandler 
SessionPropertyHandler を開発者が独自に作成する場合、以下の要件を満たす必要がある。 

 jp.co.intra_mart.framework.base.session.SessionPropertyHandler インタフェースを実装してい

る。 

 publicなデフォルトコンストラクタ（引数なしのコンストラクタ）が定義されている。 

 すべてのメソッドに対して適切な値が返ってくる。 

 プロパティを取得するメソッドはアプリケーションサーバを再起動しない限り値は変わらない。 

5.7.4 プロパティの内容 
セッションに関連するプロパティの設定方法は運用時に使用する SessionPropertyHandler の種類によって違う

が、概念的には同じものである。 

 
セッションに関連するプロパティの内容は以下のとおりである。 

5.7.4.1 共通 

5.7.4.1.1 セッションオブジェクトキー 

このパラメータは互換性のためだけに存在する。Version 4.0以降では設定しないことが望ましい。 
 

getSessionObjectKey()メソッドで取得可能。 

 

javax.servlet.http.HttpServletRequest にセッションオブジェクトを属性として格納するときの属性名を設定

する。未設定の場合 null を返す。 

5.7.4.1.2 セッション ID パラメータ名 

このパラメータは互換性のためだけに存在する。Version 4.0以降では設定しないことが望ましい。 
 

getSessionParameter()メソッドで取得可能。 

 
セッションを識別するための IDを設定する。未設定の場合 null を返す。 

5.7.4.1.3 セッションファクトリクラス名 

このパラメータは互換性のためだけに存在する。Version 4.0以降では設定しないことが望ましい。 
 

getSessionFactoryName()メソッドで取得可能。 

 

SessionObject を生成するファクトリのクラス名を設定する。未設定の場合 null を返す。ここで指定するクラスは

jp.co.intra_mart.framework.base.session.SessionFactory インタフェースを実装している必要がある。 

5.7.4.1.4 ログインユーザ ID キー 

getLoginUserIDKey()メソッドで取得可能。 

 
im-J2EE Frameworkではログインユーザ IDをセッションの属性として保持する。その際の属性名をこのプロパティ
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で指定する。未設定の場合、SessionPropertyException を返す。 

5.7.4.1.5 ログイングループ ID キー 

getLoginGroupIDKey()メソッドで取得可能。 

 
im-J2EE Framework ではログイングループ ID をセッションの属性として保持する。その際の属性名をこのプロパ

ティで指定する。未設定の場合、SessionPropertyException を返す。 

5.7.4.1.6 セッションエラーページパス 

getSessionErrorPagePath()メソッドで取得可能。 

 
リクエストがあったときにセッションが継続されていないと判断された場合、ここで指定されたページに forward さ

れる。javax.servlet.RequestDispatcher の forward メソッドで遷移可能なページを設定する必要があり、"/"

で開始されている必要がある。この場合、パスはコンテキストルートからの相対パスとなる。未設定の場合、

SessionPropertyException を返す。 

5.7.4.2 アプリケーション個別 
セッションフレームワークではアプリケーション個別の設定はない 
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6 データフレームワーク 

6.1 概要 
データの永続化や他システムとの連携などはビジネスロジックの中では最も重要な要素になりうる。データベース

や他システムと接続する際には何らかの手続きが必要であるが、これらはほとんどが定型的である。また接続先が

変更される場合も考えられるが、この場合に必要な修正は接続先の情報であり、接続の手続きそのものは同じで

ある場合が多い（データベースの種類だけを変更する場合、コネクションの取得や SQLの発行などの修正が必要

となるケースはまれである）。 

 
データフレームワークではこれらの定型的な部分をフレームワーク化している。 

6.2 構成 

6.2.1 構成要素 
データフレームワークは以下のようなものから構成されている。 

 DAO 

 DataConnector 

 DataAccessController 

 リソース 

 
これらの関連を「図 6-1 データフレームワークの構成」に示す。 

DataManager
<<interface>>

DataPropertyHandler

DataAccessController

<<interface>>
DataConnector

<<interface>>
DAO

リソース

アプリケーション

 

図 6-1 データフレームワークの構成 

6.2.1.1 DAO 
DAO（データアクセスオブジェクト：Data Access Object）は EIS層のリソース（データベースや基幹システム等）に対

するアクセスを担当する。ビジネスロジックの開発者はデータベースやファイルなどを直接操作せず、DAO を通じ

てリソースにアクセスすることが望ましい。 

 
DAO は接続先のリソースの種類を知っている必要はあるが、接続先を知る必要はない。DAO は直接リソースにはア
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クセスせず、DataConnector を経由してアクセスする。 

 
このコンポーネントはリソースに詳しい開発者が実装を担当する。 

6.2.1.2 DataConnector 
DataConnectorは DAO と EIS層のリソースを接続する役割を担当する。このコンポーネントは標準的なものはいく

つか intra-martから提供されているが、開発者が独自に実装することも可能である。 

 
DataConnectorはリソースに特化したものとなる。DataConnectorは接続先を明示的に知る必要がある。 

6.2.1.3 DataAccessController 
DataAccessControllerは DAOの取得、生成や終了処理、簡易的なトランザクションの管理などを行う。 

 
DAO と DataConnector の関連はプロパティによって定義される。このプロパティ設定内容に従って

DataAccessControllerは適切な DataConnectorが設定された DAO を生成し提供する。 

 
このコンポーネントは intra-martから提供されているため、開発者はその使用方法のみ知っていればよい。 

6.2.1.4 リソース 
リソースは EIS層のシステム（データベースや基幹システムなど）の実態またはその接続方法である。リソースの例

として intra-martにおける Storageサーバ、データベース、基幹システムなどが挙げられる。 

 
リソースそのものは im-J2EE Frameworkでは提供されない。 

6.2.2 データアクセス 
im-J2EE Frameworkのデータフレームワークを利用してEIS層のリソースにデータアクセスする様子を「図 6-2 デ

ータアクセスの概要」に示す。 
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アプリケーション DataManager

DataAccessController

DataPropertyHandler

DataConnector

DAO

DataAccessControllerの取得

DAOの取得

DAO情報の取得

<<create>>

<<create>>

<<create>>

DataConnectorの設定

データアクセス

接続情報取得

commit または rollback

commit または rollback

release

release

データアクセス

開発者が作成するクラス
im-J2EE Framework で
用意されているクラス

im-J2EE Framework で
一部用意されているクラス

 

図 6-2 データアクセスの概要 

(1) DataManagerの getDataAccessController メソッドを呼び出し、DataAccessController を取得する。 

(2) DataAccessControllerの getDAO メソッドを呼び出し、データにアクセスする DAO を取得する。 

(3) DAOのメソッドを呼び出しデータにアクセスする。 

(4) DataAccessControllerの commit または rollback メソッドを呼び出し、処理内容のコミットまたはロール

バックを行う。 

(5) DataAccessControllerの release メソッドを呼び出し、リソースへの接続を解放する。 

6.3 構成要素の詳細 

6.3.1 DAO 
DAO（Data Access Object）はEIS層のリソースに対するアクセスを担当する。DAOは主にビジネスロジックから使用さ

れるためそのインタフェースをビジネスロジックの開発者に対して公開する必要があるが、ビジネスロジックの詳細
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までは知る必要はない。 

 
DAO ではリソースへのアクセスのみに専念し、接続方法については考える必要はない。リソースへの接続について

は DataConnectorに任せる。 

 
DAOはDataAccessControllerのgetDAOメソッドを使って取得する。DAOを取得する様子を「図 6-3 DAOの取得」

に示す。 

 

アプリケーション
controller:

DataAccessController

dao:
DAO

getDAO(application_ID, key, connect_name)

dao

DataPropertyHandler

getConnectorName(application_ID, key, connect_name)

connectorName

getConnectorResource(connectorName)

resource

getDAOName(application_ID, key, connect_name)

dao_name

<<create>> (dao_name)

setConnectInfo(connector, resource, key, connect_name)

connectorNameに該当するDataConnectorを取得

connector

 

図 6-3 DAO の取得 

 
DAO を取得して直接扱うこともできるが、DAO に対するインタフェース（DAOIF）を用意しそれを実装した DAO を使用

するようにアプリケーションを作成することを強く推奨する。こうすることで、リソースの種類が変わった場合でも DAO

の設定を変更するだけでよく、DAO を利用するアプリケーションは修正を加える必要はなくなる。詳細は「6.3.1.3 

DAOIF」を参照。 

6.3.1.1 標準で用意されている DAO 
im-J2EE Frameworkでは頻繁に利用されると考えられるリソースに特化した DAOがいくつか用意されている。これ

らの DAO はすべて抽象クラスであるため直接インスタンスを生成できないが、開発者はこの DAO のサブクラスを作

成することでコーディング量を減らすことが可能となる。 

6.3.1.1.1 DBDAO 
DBDAO はデータベースに特化した DAO である。 DBDAO を利用する場合、 DataConnector と して

jp.co.intra_mart.framework.base.data.DBConnectorのサブクラスを指定する必要がある（「図 6-4 DBDAO

の構造」参照）。 
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+setConnectInfo(connector:DataConnector, resource:String, key:String , connect:String )

<<interface>>
DAO

+setConnectInfo(connector:DataConnector, resource:String, key:String , connect:String )
#getConnection():Connection

-resource:String

DBDAO

DataConnector

DBConnector

<<interface>>
java.sql.Connection

-connector

 

図 6-4 DBDAO の構造 

 
データベースにアクセスするためにはjava.sql.Connectionインタフェースを通じてデータベースにアクセスする

必要がある。DBDAO では適切な DataConnector が設定されている場合、getConnection メソッドを呼ぶだけで

java.sql.Connection を取得することができる（「図 6-5 Connectionの取得（DBDAO）」参照）。 

 

DBDAO DBConnector

[未取得の場合] getConnection(resource)

connector

[未取得の場合] 内部にキャッシュ

connection:
Connection

アプリケーション

getConnection

connection

 

図 6-5 Connection の取得（DBDAO） 

6.3.1.1.2 IntramartDBDAO 
IntramartDBDAOは intra-martで設定されたデータベース6へのアクセスに特化した DAOである。intramartDBDAO

を利用する場合、DataConnector として jp.co.intra_mart.framework.base.data.IntramartDBConnector ま

たはそのサブクラスを指定する必要がある（「図 6-6 IntramartDBDAOの構造」参照）。 

 

                                                                 
6 intra-martのメニュー[システム設定]-[データベース]または[システム設定]-[マルチデータベース]で設定されたデータベース。 
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+setConnectInfo(connector:DataConnector, resource:String, key:String , connect:String )

<<interface>>
DAO

+setConnectInfo(connector:DataConnector, resource:String, key:String , connect:String )
#getConnection():DbsConnection

-connect:String

IntramartDBDAO

DataConnector

IntramartDBConnector

DbsConnection

-connector

 

図 6-6 IntramartDBDAO の構造 

 
intra-mart で 指 定 し た デ ー タ ベ ー ス に ア ク セ ス す る た め に は

jp.co.intra_mart.foundation.database.DbsConnection を通じてデータベースにアクセスする必要がある。

IntramartDBDAO では、getConnection メソッドを呼ぶだけで DbsConnection を取得することができる（「図 6-7 

Connectionの取得（IntramartDBDAO）」参照）。 

 

IntramartDBDAO IntramartDBConnector

[未取得の場合] getConnection(connect)

connector

[未取得の場合] 内部にキャッシュ

connection:
DbsConnection

アプリケーション

getConnection

connection

 

図 6-7 Connection の取得（IntramartDBDAO） 

6.3.1.1.3 IntramartFileServerDAO 
IntramartFileServerDAO は intra-mart の Storage Service で運用しているファイルへのアクセスに特化した DAO

で あ る 。 IntramartFileServerDAO を 利 用 す る 場 合 、 DataConnector と し て

jp.co.intra_mart.framework.base.data.IntramartFileServerConnector またはそのサブクラスを指定する

必要がある（「図 6-8 IntramartFileServerDAOの構造」参照）。 
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+setConnectInfo(connector:DataConnector, resource:String, key:String , connect:String )

<<interface>>
DAO

+setConnectInfo(connector:DataConnector, resource:String, key:String , connect:String )
#getNetworkFile(path:String):NetworkFile

IntramartFileServerDAO

DataConnector

IntramartFileServerConnector

NetworkFile

-connector

 

図 6-8 IntramartFileServerDAO の構造 

 
Storage Serviceの利用には jp.co.intra_mart.foundation.service.client.file.NetworkFileを通じてファ

イルにアクセスする必要がある。IntramartFileServerDAOでは、getIntramartFileServerConnector メソッドを

呼ぶだけで NetworkFile を取得することができる（「図 6-9 Connection の取得（IntramartFileServerDAO）」参

照）。 

 

IntramartFileServerDAO IntramartFileServerConnector

getNetworkFile(path)

file

file:
NetworkFile

アプリケーション

getNetworkFile(path)

file

 

図 6-9 Connection の取得（IntramartFileServerDAO） 

6.3.1.2 独自の DAO 
DAO を開発者が独自に作成する場合、以下の要件を満たす必要がある。 

 jp.co.intra_mart.framework.base.data.DAO インタフェースを実装している。 

 publicなデフォルトコンストラクタ（引数なしのコンストラクタ）が定義されている。 

 setConnectInfo メソッドにおいて適切な接続情報の設定が行われること。 

 
また、必須ではないが以下のような実装がされていることが望ましい。 

 抽象クラス(abstract class)である。 

 特定の DataConnector を経由して特定のリソースにアクセスする簡易的な方法が実装されている。たとえ

ば、DBDAO は DBConnector のサブクラスを経由してリレーショナルデータベースにアクセスする

getConnection メソッドを持っている。 

6.3.1.3 DAOIF 
アプリケーションは DAOを通じてリソースにアクセスする。DAOは DataAccessControllerの getDAO メソッドで取得
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することができる。このメソッドの戻り値の型は java.lang.Object であるため、DAO を使用するアプリケーションは

適切なクラスにダウンキャストする必要がある。この場合、使用する DAOのクラスに直接ダウンキャストするのではな

く、DAOIF（該当する DAOのメソッドを定義したインタフェース）にダウンキャストすることを推奨する。 

 
DAOIF を用いた場合、リソースの種類が変更された場合でも DAO を取り替えるだけでよく、DAO を利用するアプリケ

ーションは修正をする必要はない。また、DAOIF のメリットを活用するためには、アプリケーションは DAO ではなく

DAOIFに対してコーディングをするべきである。 

 
例として「図 6-10 DAOIFの利用」に示すような DAOがあるものとする。 

+accessA(...)
+accessB(...)

<<interface>>
SampleDAOIF

+accessA(...)
+accessB(...)

SampleDAO1

+accessA(...)
+accessB(...)

SampleDAO2

アプリケーション

 

図 6-10 DAOIF の利用 

 
ここで DAOIFを使用せずにリソースにアクセスするアプリケーションのコードは「リスト 6-1 DAOIFを用いない場合」

のようになる。このコードでも問題なく動作するが、使用するリソースの種類が変更された場合 SampleDAO1の実装

を変更しない限りアプリケーションを修正する必要がある。 

 

リスト 6-1 DAOIF を用いない場合 

 

        ・・・ 

        // DataAccessController である controller を取得済みであるものとする 

        SampleDAO1 dao = (SampleDAO1)controller.getDAO("app1", "key1", "con1"); 

        dao.access(...); 

        ・・・ 

 

 
これに対して DAOIFを使用してリソースにアクセスするアプリケーションのコードを「リスト 6-2 DAOIFを用いる場合

（推奨）」に示す。このコードでは SampleDAOIF に対してコーディングされていることに注意する。このコードでは、

使用するリソースの種類が変更された場合プロパティの設定において SampleDAO1を SampleDAO2に取り替える必

要はあるが、アプリケーションの修正は不要である。 
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リスト 6-2 DAOIF を用いる場合（推奨） 

 

        ・・・ 

        // DataAccessController である controller を取得済みであるものとする 

        SampleDAOIF dao = (SampleDAOIF)controller.getDAO("app1", "key1", "con1"); 

        dao.access(...); 

        ・・・ 

 

6.3.2 DataAccessController 
DataAccessControllerには次の 2つの役割がある。 

 DAOの取得 

 トランザクションの管理 

6.3.2.1 DAO の取得 
DAOは DataAccessControllerを通じて取得することができる。この様子を「図 6-11 DAOの取得」に示す。 

 

controller:
DataAccessController

DataPropertyHandler

getConnectorName(application, key, connect)

connectorName

connectorNameに該当するDataConnectorを取得

connector

connector:
DataConnector

アプリケーション

getDAO(application, key, connect)

dao

dao:
DAO

getDAOName(application, key, connect)

daoName

<<create>> (daoName)

setConnectInfo(connector, resource, key, connect)

getConnectorResource(connectorName)

resource

DataManager

getDataAccessController()

controller

 

図 6-11 DAO の取得 

 
「図 6-11 DAOの取得」では次のような処理をしている。 

(1) アプリケーションは DataManagerから DataAccessControllerを取得する（getDataAccessController）。 

(2) アプリケーションは取得した DataAccessController に対してアプリケーション ID、キー、接続名を渡し、

DAO を取得するよう依頼する（getDAO）。 
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(3) DataAccessController はアプリケーション ID、キー、接続名に対応するデータコネクタ名を取得する

（getConnectorName）。 

(4) DataAccessControllerは取得したデータコネクタ名に該当する DataConnector を取得する。 

(5) DataAccessController はアプリケーション ID、キー、接続名に対応する DAO のクラス名を取得する

（getDAOName）。 

(6) DataAccessController はアプリケーション ID、キー、接続名に対応するリソース名を取得する

（getConnectorResource）。 

(7) DataAccessControllerは取得した DAOのクラス名をもとに DAOを生成する。 

(8) DataAccessControllerは生成した DAOに DataConnector を設定する（setConnectorInfo）。 

(9) DataAccessControllerはアプリケーションに DAO を返す。 

 
DataAccessController はデータコネクタ名をキーとして DataConnector をキャッシュしている。

DataAccessControllerは DataConnector を取得するとき、最初に自身内のキャッシュを検索する。キャッシュ内

にない場合、DataPropertyHanler からデータコネクタ名に該当する DataConnector のクラス名を取得し

（getConnectorClassName）、新規に DataConnectorを生成する。この DataConnectorはキャッシュに追加され、

同じ DataAccessController内で再利用される。 

 
DataConnector のキャッシュの様子を「図 6-12 DataConnector の取得（キャッシュされている場合）」および「図 

6-13 DataConnectorの取得（キャッシュされていない場合）」に示す。 

 

controller:
DataAccessController

DataConnectorのキャッシュ

connectorNameに該当するDataConnectorを取得

connector:
DataConnector

connector

connector

connectorNameに該当するDataConnectorを取得

 

図 6-12 DataConnector の取得（キャッシュされている場合） 
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controller:
DataAccessController

handler:
DataPropertyHandler

connectorNameに該当するDataConnectorを取得

connector

DataConnectorのキャッシュ

connectorNameに該当するDataConnectorを取得

connector:
DataConnector

null

<<create>> (connector_class_name)

getConnectorClassName(connectorName)

connector_class_name

setDataPropertyHandler(handler)

connectorNameに該当するDataConnectorとしてconnectorを設定

 

図 6-13 DataConnector の取得（キャッシュされていない場合） 

6.3.2.2 トランザクションの管理 
DataAccessController を使って簡易的なトランザクションを実現することができる。この方法によるトランザクショ

ン管理は推奨されない。詳細については「6.5.1.2 DataAccessControllerによるトランザクション管理」を参照。 

6.3.3 DataConnector 
DataConnectorは DAOとリソースを接続する役割がある。DAOによっては使用できる DataConnectorが限定される

ため、どの DataConnector を使用するのかは DAOごとに考慮する必要がある（「6.3.1 DAO」を参照）。 

6.3.3.1 標準で用意されている DataConnector 
im-J2EE Frameworkではよく使えられると考えられる以下のような DataConnectorがあらかじめ用意されている。 

 DBConnector 

リレーショナルデータベースに接続するための DataConnector。これ自体は抽象クラスである。 

 JDBCConnector 

JDBCで接続するための DataConnector。DBConnectorのサブクラスとして定義されている。 

 DataSourceConnector 

データソース経由で接続するための DataConnector。DBConnectorのサブクラスとして定義されている。 

 IntramartDBConnector 

intra-martで管理しているデータベースに接続するための DataConnector。 

 IntramartFileServerConnector 

intra-martの Storage Serviceに接続するための DataConnector。 

 
以下にその詳細を記す。 
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6.3.3.1.1 DBConnector 
DBConnector は RDBMS に接続するための java.sql.Connection を取得することを主な役割としている。

DBConnector自体は抽象クラスであり、Connectionの取得方法そのものはサブクラスに任されている。このサブク

ラスのコネクタは DBDAOで使用されることを主な目的としている。 

 
DBConnectorの構造を「図 6-14 DBConnectorの構造」に示す。 

 

#putResource(resource:String, params:ResourceParam[]):Connection
#getResource(key:String, connect:String, resource:String):Object
#getConnection(resource:String):Connection
+commit()
+rollback()
+release()

DBConnector

#getResource(key:String, connect:String, resource:String):Object
+commit()
+rollback()
+release()

DataConnector

<<interface>>
DataPropertyHandler

java.sql.Connectionresource

 

図 6-14 DBConnector の構造 

 
DBConnectorは接続要求（getConnection）があった場合、自身で保持している Connectionのキャッシュからリソ

ース名に該当する Connection を検索する。Connection が未取得の場合、リソース名に該当するリソース情報を

DataPropertyHandler から取得（getResourceParams）して対応する Connection を新規に取得し、取得した

Connection をキャッシュに追加する。キャッシュされた Connectionは同一の DBConnector内で再利用される。 

 
Connection が再利用されている様子を「図 6-15 DBConnector から Connection を取得（取得済）」および「図 

6-16 DBConnectorから Connection を取得（新規）」に示す。 

DBConnectorDBDAO

getConnection(resource)

リソースのキャッシュ
connection:
Connection

getResource("", "", resource)

resourceに一致するConnectionを検索

connection

connection

connection

データアクセス

 

図 6-15 DBConnector から Connection を取得（取得済） 
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DBConnectorDBDAO DataPropertyHandler

getConnection(resource)

リソースのキャッシュ

connection:
Connection

getResource("", "", resource)

resourceに一致するConnectionを検索

null

getResourceParams(resource)

resourceInfo

resourceInfo:
ResourceParam[ ]

putResource(resource, resourceInfo)

connection

connection

コネクション情報の取得

<<create>> コネクション情報を元に生成

connection

コネクションの追加

 

図 6-16 DBConnector から Connection を取得（新規） 

6.3.3.1.2 JDBCConnector 
JDBCConnectorの使用は推奨されない。代わりに DataSourceConnectorの使用を推奨する。 
JDBCConnectorは RDBMSに接続する簡易的な機能を提供する。JDBCConnectorは主に DBDAOで利用されるこ

とを目的としている。 

 
JDBCConnectorを利用する場合、データプロパティに「表 6-1 JDBCConnectorの設定内容」に示す設定が必要と

なる。 

表 6-1 JDBCConnector の設定内容 

項目 内容 

DataConnector jp.co.intra_mart.framework.base.data.JDBCConnector 

データコネクタ名 任意 

リソース名 任意 

driver データベースに接続するドライバのクラス名 

url データベースに接続する URL 

username データベースに接続するユーザ名 

リソースパラメータ 

password データベースに接続するユーザのパスワード 

 
DataPropertyHandler として DefaultDataPropertyHandler を指定している場合、「表 6-1 JDBCConnector の
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設定内容」に対応する設定内容の例を「リスト 6-3 DataConfig.properties の設定例（JDBCConnector）」と「リスト 

6-4 DataConfig_application.properties の設定例（JDBCConnector）」に示す。この例ではアプリケーション ID を

application 、 デ ー タ コ ネ ク タ 名 を myCon 、 リ ソ ー ス 名 を myResource 、 ド ラ イ バ の ク ラ ス 名 を

sample.jdbc.driber.SampleDriver、データベース接続時のURLを jdbc:sampledb:sample、データベースの

接続ユーザを imart、パスワードを imartpass としている。 

 

リスト 6-3 DataConfig.properties の設定例（JDBCConnector） 

 

・・・ 

connector.class.myCon=jp.co.intra_mart.framework.base.data.JDBCConnector 

connector.resource.myCon=myResource 

resource.param.myResource.driver=sample.jdbc.driber.SampleDriver 

resource.param.myResource.url=jdbc:sampledb:sample 

resource.param.myResource.username=imart 

resource.param.myResource.password=imartpass 

・・・ 

 

 

リスト 6-4 DataConfig_application.properties の設定例（JDBCConnector） 

 

・・・ 

dao.connector.key=myCon 

・・・ 

 

 
JDBCConnectorは以下の理由により推奨されない。 

 UserTransaction と同じトランザクションで管理することができない。 

 一般的なアプリケーションサーバでは通常、データソース以外の Connectionのプーリング機能がない。 

 
JDBCConnectorの構造を「図 6-17 JDBCConnectorの構造」に示す。 
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#putResource(resource:String, params:ResourceParam[]):Connection
+commit()
+rollback()
+release()

JDBCConnector

#putResource(resource:String, params:ResourceParam[]):Connection
#getResource(key:String, connect:String, resource:String):Object
#getConnection(resource:String):Connection
+commit()
+rollback()
+release()

DBConnector

#getResource(key:String, connect:String, resource:String):Object
+commit()
+rollback()
+release()

DataConnector

<<interface>>
DataPropertyHandler

Connectionresource

DriverManager

 

図 6-17 JDBCConnector の構造 

 
JDBCConnector を使って Connection を取得する様子を「図 6-18 Connectionの取得（JDBCConnector）」に示す。

DAO を使ってコーディングを行う開発者は、通常はこの動作について深く理解する必要はない。 
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JDBCConnector DataPropertyHandlerリソースのキャッシュ
connection:
Connection

resourceに一致するConnectionを検索

null

getResourceParams(resource)

resourceInfo

resourceInfo:
ResourceParam[ ]

DriverManager

URL, ユーザ名, パスワードの取得

URL, ユーザ名, パスワード

getConnection(URL, ユーザ名, パスワード)

connection

getResource("", "", resource)

putResource(resource, resourceInfo)

connection

connection

setAutoCommit(false)

connectionをキャッシュに追加

 

図 6-18 Connection の取得（JDBCConnector） 

 
JDBCConnector に対してコミットまたはロールバックが行われるときの様子を「図 6-19 コミットまたはロールバック

（JDBCConnector）」に示す。 

 

JDBCConnector
con1:

Connection
DataAccessController

commit または rollback

commit または rollback

conN:
Connection

commit または rollback

・・・

 

図 6-19 コミットまたはロールバック（JDBCConnector） 

「図 6-19 コミットまたはロールバック（JDBCConnector）」を見るとわかるように、JDBCConnector は所有しているす

べての Connectionそれぞれに対してコミットまたはロールバックをしていることがわかる。コミットをしているとき、ど

れかひとつでもコミットに失敗した場合はそれ以降の Connectionに対してはロールバックされるが、既にコミットさ
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れた Connectionに対しては何も行わない7。 

6.3.3.1.3 DataSourceConnector 
DataSourceConnector は RDBMS に接続する簡易的な機能を提供する。DataSourceConnector は主に DBDAO

で利用されることを目的としている。JDBCConnector との違いを以下に示す。 

 データベースに対する Connection をアプリケーションサーバに登録された DataSourceから取得する。 

 UserTransaction と同じトランザクションで管理される。 

 
DataSourceConnector を利用する場合、データプロパティに「表 6-2 DataSourceConnectorの設定内容」に示す

設定が必要となる。 

表 6-2 DataSourceConnector の設定内容 

項目 内容 

DataConnector jp.co.intra_mart.framework.base.data.DataSourceConnector 

データコネクタ名 任意 

リソース名 任意 

リソースパラメータ jndi DataSourceのルックアップ名 

 
DataPropertyHandler として DefaultDataPropertyHandler を指定した場合、「表 6-2 DataSourceConnectorの

設定内容」に対応する設定内容の例を「リスト 6-5 DataConfig.properties の設定例（DataDourceConnector）」と「リ

スト 6-6 DataConfig_application.properties の設定例（DataDourceConnector）」に示す。この例ではアプリケーショ

ン ID を application、データコネクタ名を myCon、リソース名を myResource とし、データソースが

"java:comp:env/jdbc/mydb"でルックアップできるよう、アプリケーションサーバに設定されているものとしている。 

 

リスト 6-5 DataConfig.properties の設定例（DataDourceConnector） 

 

・・・ 

connector.class.myConnector=jp.co.intra_mart.framework.base.data.DataSourceConnector 

connector.resource.myCon=myResource 

resource.param.myResource.jndi=java:comp:env/jdbc/mydb 

・・・ 

 

 

リスト 6-6 DataConfig_application.properties の設定例（DataDourceConnector） 

 

・・・ 

dao.connector.key=myCon 

・・・ 

 

 
DataSourceConnectorの構造を「図 6-20 DataSourceConnectorの構造」に示す。 

                                                                 
7 これはトランザクションの原子性（Atomicity：トランザクション内の処理はすべて成功するかすべて失敗するかのいずれか）に反することを意味

する。そのため、JDBCConnectorの使用は推奨されない。 
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#putResource(resource:String, params:ResourceParam[]):Connection
+commit()
+rollback()
+release()

DataSourceConnector

#putResource(resource:String, params:ResourceParam[]):Connection
#getResource(key:String, connect:String, resource:String):Object
#getConnection(resource:String):Connection
+commit()
+rollback()
+release()

DBConnector

#getResource(key:String, connect:String, resource:String):Object
+commit()
+rollback()
+release()

DataConnector

<<interface>>
DataPropertyHandler

Connectionresource

DataSource

 

図 6-20 DataSourceConnector の構造 

 
DataSourceConnector を 使 っ て Connection を 取 得 す る 様 子 を 「 図  6-21 Connection の 取 得

（DataSourceConnector）」に示す。DAO を使ってコーディングを行う開発者は、通常はこの動作について深く理解

する必要はない。 
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DataSourceConnector DataPropertyHandlerリソースのキャッシュ
ds:

DataSource

resourceに一致するConnectionを検索

null

getResourceParams(resource)

resourceInfo

resourceInfo:
ResourceParam[ ]

InitialContext

DataSourceのルックアップ名の取得

lookupName

lookup(lookupName)

ds

getResource("", "", resource)

putResource(resource, resourceInfo)

connection:
Connection

getConnection()

connection

connectionをキャッシュに追加

connection

connection

 

図 6-21 Connection の取得（DataSourceConnector） 

 
DataSourceConnectorに対してコミットまたはロールバックが行われるときの様子を「図 6-22 コミットまたはロール

バック（DataSourceConnector）」に示す。 

 

DataSourceConnectorDataAccessController

commit または rollback

何もしない

 

図 6-22 コミットまたはロールバック（DataSourceConnector） 

6.3.3.1.4 IntramartDBConnector 
IntramartDBConnector は intra-mart で 設 定 さ れ た RDBMS に 接 続 す る 機 能 を 提 供 す る 。

IntramartDBConnector は主に IntramartDBDAO で利用されることを目的としている。intra-mart で設定される

RDBMSは DataSourceを使用して接続するので、DataSourceConnector と同様のメリットが得られる。 
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IntramarDBConnectorを利用する場合、データプロパティに「表 6-3 IntramartDBConnectorの設定内容」に示す

設定が必要となる。 

表 6-3 IntramartDBConnector の設定内容 

項目 内容 

DataConnector jp.co.intra_mart.framework.base.data.IntramartDBConnector 

データコネクタ名 任意 

リソース名 （なし） 

 
DataPropertyHandler として DefaultDataPropertyHandler を指定した場合、「表 6-2 DataSourceConnectorの

設定内容」に対応する設定内容の例を「リスト 6-7 DataConfig.propertiesの設定例（IntramartDBConnector）」と「リ

スト 6-8 DataConfig_application.propertiesの設定例（IntramartDBConnector）」に示す。この例ではアプリケーショ

ン IDを application、データコネクタ名を myCon としている。 

 

リスト 6-7 DataConfig.properties の設定例（IntramartDBConnector） 

 

・・・ 

connector.class.myCon=jp.co.intra_mart.framework.base.data.IntramartDBConnector 

・・・ 

 

 

リスト 6-8 DataConfig_application.properties の設定例（IntramartDBConnector） 

 

・・・ 

dao.connector.key=myCon 

・・・ 

 

 
IntramartDBConnectorの構造を「図 6-23 IntramartDBConnectorの構造」に示す。 

 

#putResource(connect:String,):DbsConnection
#getResource(key:String, connect:String, resource:String):Object
#getConnection(connect:String):DbsConnection
+commit()
+rollback()
+release()

IntramartDBConnector

#getResource(key:String, connect:String, resource:String):Object
+commit()
+rollback()
+release()

DataConnector

<<interface>>
DataPropertyHandler

DbsConnectionresource

 

図 6-23 IntramartDBConnector の構造 
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IntramartDBConnector を使って DbsConnection を取得する様子を 「図  6-24 Connection の取得

（IntramartDBConnector）」に示す。DAO を使ってコーディングを行う開発者は、通常はこの動作について深く理解

する必要はない。 

 

IntramartDBConnector リソースのキャッシュ

connectに一致するDbsConnectionを検索

null

DbManager

getConnection

connection

connection:
DbsConnection

connectionをキャッシュに追加

connection

connection

IntramartDBDAO

getConnection

getResource("", connect, "")

putResource(connect)

<<create >> (connect)

connection

 

図 6-24 Connection の取得（IntramartDBConnector） 

 
IntramartDBConnector に対してコミットまたはロールバックが行われるときの様子を「図 6-25 コミットまたはロー

ルバック（IntramartDBConnector）」に示す。 
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IntramartDBConnectorDataAccessController

commit または rollback

con1:
DbsConnection

isDataSource

[DataSourceによる接続の場合のみ] commit

conN:
DbsConnection

isDataSource

[DataSourceによる接続の場合のみ] commit

・・・

 

図 6-25 コミットまたはロールバック（IntramartDBConnector） 

6.3.3.1.5 IntramartFileServerConnector 
IntramartFileServerConnector は intra-mart の Storage Service に 接 続 す る 機 能 を 提 供 す る 。

IntramartFileServerConnectorは主に IntramartFileServerDAOで利用されることを目的としている。 

 
IntramartFileServerConnector を利用する場合、データプロパティに「表 6-4 IntramartFileServerConnectorの

設定内容」に示す設定が必要となる。 

表 6-4 IntramartFileServerConnector の設定内容 

項目 内容 

DataConnector jp.co.intra_mart.framework.base.data.IntramartFileServerConnector 

データコネクタ名 任意 

リソース名 （なし） 

 
DataPropertyHandler として DefaultDataPropertyHandler を指定した場合、「表 6-2 DataSourceConnectorの

設定内容」に対応する設定内容の例を「リスト 6-7 DataConfig.propertiesの設定例（IntramartDBConnector）」と「リ

スト 6-8 DataConfig_application.properties の設定例（IntramartDBConnector）」に示す。ここではアプリケーション

IDを application、データコネクタ名を myCon としている。 

 

リスト 6-9 DataConfig.properties の設定例（IntramartDBConnector） 

 

・・・ 

connector.class.myCon=jp.co.intra_mart.framework.base.data.IntramartFileServerConnector

・・・ 
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リスト 6-10 DataConfig_application.properties の設定例（IntramartDBConnector） 

 

・・・ 

dao.connector.key=myCon 

・・・ 

 

 
IntramartFileServerConnectorの構造を「図 6-26 IntramartFileServerConnectorの構造」に示す。 

 

#getResource(key:String, connect:String, resource:String):Object
+getNetworkFile(path:String):NetworkFile
+commit()
+rollback()
+release()

IntramartFileServerConnector

#getResource(key:String, connect:String, resource:String):Object
+commit()
+rollback()
+release()

DataConnector

<<interface>>
DataPropertyHandler

NetworkFilepath

 

図 6-26 IntramartFileServerConnector の構造 

 
IntramartFileServerConnector を使って NetworkFile を取得する様子を「図 6-27 NetworkFileの取得」に示

す。DAO を使ってコーディングを行う開発者は、通常はこの動作について深く理解する必要はない。 

 

IntramartFileServerConnector NetworkFileのキャッシュ

pathに一致するNetworkFileを検索

null

file:
NetworkFile

fileをキャッシュに追加

IntramartFileServerDAO

getNetworkFile(path)

<<create >> (path)

file

 

図 6-27 NetworkFile の取得 

 
IntramartFileServerConnectorではコミットまたはロールバックに対して何も行わない。コミットまたはロールバッ

クが行われるときの様子を「図 6-28 コミットまたはロールバック（IntramartFileServerConnector）」に示す。 
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IntramartFileServerConnectorDataAccessController

commit または rollback

何もしない

 

図 6-28 コミットまたはロールバック（IntramartFileServerConnector） 

6.3.3.2 独自の DataConnector 
im-J2EE Frameworkで提供されていないリソースにアクセスする場合、DataConnector を独自に開発する必要が

ある。DataConnector を独自に作成する場合、以下の要件を満たす必要がある。 

 jp.co.intra_mart.framework.base.data.DataConnector クラスを継承している。 

 publicなデフォルトコンストラクタ（引数なしのコンストラクタ）が定義されている。 

 以下のメソッドがそれぞれ適切な動作をするよう実装されている。 

 getResource 

 commit 

 rollback 

 release 

6.4 データフレームワークに関連するプロパティ 
im-J2EE Framework のデータフレームワークではさまざまなプロパティを外部で設定することが可能である。デー

タプロパティの取得は jp.co.intra_mart.framework.base.data.DataPropertyHandler インタフェースを実装

したクラスから取得する。im-J2EE Framework ではこのインタフェースを実装した複数の実装クラスを標準で提供

している（「図 6-29 DataPropertyHandler」を参照）。データプロパティの設定方法は im-J2EE Framework では特

に規定してなく、前述のインタフェースを実装したクラスに依存する。 

<<interface>>
DataPropertyHandler

Default
DataPropertyHandler

TextFile
DataPropertyHandler

独自に開発した
DataPropertyHandler

 

図 6-29 DataPropertyHandler 

6.4.1 データフレームワークに関連するプロパティの取得 
データフレームワークに関連するプロパティは DataPropertyHandler から取得する。DataPropertyHandler は

jp.co.intra_mart.framework.data.DataManagerの getDataPropertyHandlerメソッドで取得することができる。

DataPropertyHandler は必ずこのメソッドを通じて取得されたものである必要があり、開発者が自分でこの

DataPropertyHandlerの実装クラスを明示的に生成（newによる生成や java.lang.Classの newInstance メソッ

ド、またはリフレクションを利用したインスタンスの生成）をしてはならない。 
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DataPropertyHandlerの取得とプロパティの取得に関連する手順を「図 6-30 DataPropertyHandlerの取得」に示

す。 

Data
Manager

アプリケーション
Property
Manager

Data
PropertyHandler

(1) getDataPropertyHandler
(2) getPropertyHandler("data")

(3) get～

 

図 6-30 DataPropertyHandler の取得 

(1) DataManagerから DataPropertyHandler を取得する。 

(2) DataManagerの内部では PropertyManagerから DataPropertyHandler を取得し、アプリケーションに返

している。（この部分は DataManager の内部で行っていることであり、開発者は特に意識する必要はな

い。） 

(3) DataPropertyHandler を利用して各種のプロパティを取得する。 

6.4.2 標準で用意されている DataPropertyHandler 

6.4.2.1 DefautlDataPropertyHandler 
jp.co.intra_mart.framework.base.data.DefaultDataPropertyHandler として提供されている。 

 
プロパティの設定はリソースファイルで行う。リソースファイルの内容は「プロパティ名=プロパティの値」という形式

で設定する。使用できる文字などはjava.util.ResourceBundleに従う。このリソースファイルは使用するアプリケ

ーションから取得できるクラスパスにおく必要がある。リソースファイルのファイル名や設定するプロパティ名などの

詳細は API リストを参照。 

6.4.2.2 TextFileDataPropertyHandler 
jp.co.intra_mart.framework.base.data.TextFileDataPropertyHandler として提供されている。 

 
DefaultDataPropertyHandler と同じ形式のリソースファイルを利用するが、以下の点が違う。 

 クラスパスに通す必要がない。 

 アプリケーションから参照できる場所であれば、ファイルシステムの任意の場所に配置できる。 

 設定によってはアプリケーションを停止しないでリソースファイルの再読み込みが可能となる。 

 
リソースファイルのファイル名や設定するプロパティ名などの詳細は API リストを参照。 

6.4.3 独自の DataPropertyHandler 
DataPropertyHandler を開発者が独自に作成する場合、以下の要件を満たす必要がある。 

 jp.co.intra_mart.framework.base.data.DataPropertyHandler インタフェースを実装している。 

 publicなデフォルトコンストラクタ（引数なしのコンストラクタ）が定義されている。 

 すべてのメソッドに対して適切な値が返ってくる（「6.4.4 プロパティの内容」参照）。 
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 isDynamic()メソッドが false を返す場合、プロパティを取得するメソッドはアプリケーションサーバを再起

動しない限り値は変わらない。 

6.4.4 プロパティの内容 
データに関連するプロパティの設定方法は運用時に使用する DataPropertyHandler の種類によって違うが、概

念的には同じものである。 

 
データに関連するプロパティの内容は以下のとおりである。 

6.4.4.1 共通 

6.4.4.1.1 動的読み込み 

isDynamic()メソッドで取得可能。 

 
このメソッドの戻り値が trueである場合、このインタフェースで定義される各プロパティ取得メソッド（get～メソッド）

は毎回設定情報を読み込みに行くように実装されている必要がある。false である場合、各プロパティ取得メソッ

ドはパフォーマンスを考慮して取得される値を内部でキャッシュしてもよい。 

6.4.4.1.2 DataConnector 
getConnectorClassName(String connectorName)メソッドで取得可能。 

 
データコネクタ名に対応する DataConnectorのクラス名を設定する。未設定の場合、DataPropertyExceptionを

返す。このメソッドの引数には「6.4.4.2.2 データコネクタ名」または「6.4.4.2.3 データコネクタ名（接続名指定）」で

取 得 し た DataConnector の 論 理 名 を 指 定 す る 。 こ こ で 指 定 す る ク ラ ス は

jp.co.intra_mart.framework.base.data.DataConnector インタフェースを実装している必要がある。 

6.4.4.1.3 リソース名 

getConnectorResource(String connectorName)メソッドで取得可能。 

 
データコネクタ名に対応するリソース名を設定する。対応するリソース名がない場合 null を返す。 

6.4.4.1.4 リソースパラメータ 

getResourceParams(String name)メソッドで取得可能。 

 
リソース名に対応するリソースのパラメータを設定する。対応するパラメータがない場合サイズが 0の配列が返され

る。 

6.4.4.2 アプリケーション個別 

6.4.4.2.1 DAO 
getDAOName(String application, String key, String connect)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション ID、キーおよび接続名に対応する DAO のクラス名を設定する。未設定の場合、接続名が指定さ

れ て い な い 場 合 の DAO の 検 索 結 果 と 同 一 と な る 。 こ こ で 指 定 す る ク ラ ス は

jp.co.intra_mart.framework.base.data.DAO インタフェースを実装している必要がある。 

6.4.4.2.2 データコネクタ名 

getConnectorName(String application, String key)メソッドで取得可能。 
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アプリケーション IDおよびキーに対応する DataConnectorの論理名を設定する。未設定の場合 null を返す。 

6.4.4.2.3 データコネクタ名（接続名指定） 

getConnectorName(String application, String key, String connect)メソッドで取得可能。 

 
アプリケーション ID、キーおよび接続名に対応する DataConnector の論理名を設定する。未設定の場合

「6.4.4.2.2 データコネクタ名」で取得される値を返す。 

6.4.5 DataConnector とリソースの関係 
パラメータ設定上の DAO、DataConnector およびリソースの関係は「図 6-31 DataConnector とリソースの関係」に

示すようなものとなる。 

C1

C2

C3

R1

R2

D1

D2

D3

D4

DataConnector

DAO

リソース

データコネクタ名で参照

リソース名で参照

 

図 6-31 DataConnector とリソースの関係 

 
DAO、DataConnectorおよびリソースの関係は次のようになっている。 

 1つの DAOは 1つの DataConnector を参照する。 

 1つの DataConnectorは複数の DAOから参照される。 

 1つの DataConnectorは 1つのリソースを参照する。 

 1つのリソースは複数の DataConnectorから参照される。 

 
これらの関係を理解しておけば、DataConnector やリソースの設定は同じものをコピーすることなく最小限で済ま

せることができる。 

6.5 トランザクション 
im-J2EE Framework のデータフレームワークを使用する場合、トランザクションの管理についていくつか注意する

点がある。 
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6.5.1 トランザクションの種類 
EIS層へのアクセス時にトランザクションを管理する方法として以下のものがある。 

 UserTransaction（Java Transaction API：JTA[6]を参照）によるトランザクション管理 

 DataAccessControllerによるトランザクション管理 

 上記のトランザクション管理の併用 

 
トランザクション管理については UserTransaction のみを利用する方法を推奨する。DataAccessController に

よるトランザクション管理は簡易的なものであり、2 フェーズコミットなどの高度なトランザクション要件を満たしてい

ない。 

6.5.1.1 UserTransaction によるトランザクション管理 
UserTransactionによるトランザクション管理の様子を「図 6-32 UserTransactionによるトランザクション管理」に示

す。この場合、UserTransactionは DataAccesControllerから取得した DAOに関連する DataConnectorに対し

てコミットもロールバックもしていない点に注意する。 

 
UserTransaction でトランザクション管理を行う場合、DataConnector は UserTransaction のトランザクションに

対応するものでなければならない。この場合、DataConnectorの以下のメソッドの実装はトランザクション処理に関

して何もしないことが望ましい。 

 commit 

 rollback 

 
im-J2EE Frameworkで用意されている DataConnectorでは以下のものが上記の条件に該当する。 

 jp.co.intra_mart.framework.base.data.DataSourceConnector 

 jp.co.intra_mart.framework.base.data.IntramartDBConnector（DataSource による接続を設定した

場合のみ8） 

 
上記のDataConnectorを使用する場合、使用されるデータソースはトランザクション処理可能なものでなければな

らない。 

                                                                 
8 intra-mart 3.2以前では JDBCによる接続もできたが、4.0以降ではDataSourceによる接続しか設定できない。そのため実質的に4.0以降では、

IntramartDBConnectorは無条件にこの要件を満たしている。 

Page 110 Copyright 2003 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 



 6 データフレームワーク

 

アプリケーション UserTransaction DataAccessController
dao1:
DAO

dao2:
DAO

DataManager

begin

getDataAccessController

getDAO

dao1

getDAO

dao2

データアクセス

データアクセス

commit または rollback

connector1:
DataConnector

connector2:
DataConnector

コネクション取得

データアクセス

コネクション取得

データアクセス

 

図 6-32 UserTransaction によるトランザクション管理 

6.5.1.2 DataAccessController によるトランザクション管理 
DataAccessController によるトランザクション管理の様子を「図 6-33 DataAccessController によるトランザクショ

ン管理」に示す。この場合、DataAccesController が DataConnector それぞれに対してコミットやロールバックを

している点に注意する。これは、複数の DataConnectorに対してはコミットが成功し、複数の DataConnectorに対

してはコミットが失敗する可能性があることを意味する。そのためこのトランザクション管理方法は推奨されない。 

 
DataAccessController でトランザクション管理を行う場合、DataConnector は以下のメソッドが正しく実装されて

いる必要がある。 

 commit 

 rollback 

 
im-J2EE Frameworkで用意されている DataConnectorでは以下のものが上記の条件に該当する。 

 jp.co.intra_mart.framework.base.data.JDBCConnector 
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アプリケーション DataAccessController
dao1:
DAO

dao2:
DAO

DataManager

getDataAccessController

getDAO

dao1

getDAO

dao2

データアクセス

データアクセス

commit または rollback

connector1:
DataConnector

connector2:
DataConnector

コネクション取得

コネクション取得

データアクセス

データアクセス

commit または rollback

commit または rollback

 

図 6-33 DataAccessController によるトランザクション管理 

6.5.1.3 併用によるトランザクション管理 
UserTransactionに対応する DataConnector と DataAccessControllerに対応する DataConnectorの両方が

混在する場合、両者を併用してトランザクション管理を行う必要がある。この場合の様子を「図 6-34 併用によるト

ランザクション管理」に示す。 

 
この場合も「6.5.1.2 DataAccessControllerによるトランザクション管理」で示した場合と同じ欠点があるため、この方

法は推奨されない。 
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アプリケーション UserTransaction DataAccessController
dao1:
DAO

dao2:
DAO

DataManager

begin

getDataAccessController

getDAO

dao1

getDAO

dao2

データアクセス

データアクセス

commit または rollback

commit または rollback

connector1:
DataConnector

connector2:
DataConnector

コネクション取得

コネクション取得

データアクセス

データアクセス

commit または rollback

commit または rollback

 

図 6-34 併用によるトランザクション管理 

6.5.2 トランザクションの例 
ここではトランザクションが管理されている様子の例をいくつか示す。ここでは DAO はすべてリレーショナルデータ

ベースにアクセスするものとし、データベースは 2 フェーズコミットに対応しているものと仮定する。 

6.5.2.1 単一 DAO + 単一コネクション（JDBCConnector） 
JDBCConnector を利用してデータベースにアクセスする場合の処理内容を「図 6-35 単一 DAO、単一コネクショ

ン」に示す。 
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アプリケーション

controller:
DataAccessController

DataManager
dao:

DBDAO
connector:

JDBCConnector
connecion:
Connection

getDataAccessController

controller

<<create>>

getDAO(application, key, connect)

dao

データアクセス

getConnection

connection

データベースへのアクセス

コネクションの取得

setAutoCommit(false)

connection

getConnection

connection

データベースへのアクセス

commit または rollback

commit または rollback

commit または rollback

データアクセス

release

release

close

 

図 6-35 単一 DAO、単一コネクション 

 
「図 6-35 単一 DAO、単一コネクション」に示す内容に該当するサンプルコードは「リスト 6-11 トランザクション処

理（単一 DAO ＋  JDBCConnector）」のようになる。「リスト  6-11 トランザクション処理（単一 DAO ＋ 

JDBCConnector）」ではコードを簡略化するために、いくつかの例外処理については省略している。 
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リスト 6-11 トランザクション処理（単一 DAO ＋ JDBCConnector） 

 

    // DataAccessController の取得 

    DataManager dm = DataManager.getDataManager(); 

    DataAccessController dac = dm.getDataAccessController(); 

 

    // データアクセス処理 

    try { 

 

        // dao の取得とデータアクセス 

        MyDAOIF dao = (MyDAOIF)dac.getDAO("app", "key", "con"); 

        dao.access1(...); 

        dao.access2(...); 

 

        dac.commit();   // DataAccessController のコミット 

    } catch (Exception e) { 

 

        try { 

            dac.rollback(); 

        } catch (Exception ex) { 

        } 

 

    } finally { 

 

        // リソースの解放 

        dac.release(); 

 

    } 

 

6.5.2.2 複数 DAO + 単一コネクション（JDBCConnector） 
複数の DAOが JDBCConnector を利用してデータベースにアクセスする場合の処理内容を「図 6-36 複数 DAO、

単一コネクション」に示す。 
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アプリケーション

controller:
DataAccessController

DataManager
dao1:

DBDAO
connector:

JDBCConnector
connecion:
Connection

getDataAccessController

controller

<<create>>

getDAO(application, key1, connect)

dao1

データアクセス

getConnection

connection

データベースへのアクセス

コネクションの取得

setAutoCommit(false)

connection

getConnection

connection

データベースへのアクセス

commit または rollback

commit または rollback
commit または rollback

dao2:
DBDAO

データアクセス

getDAO(application, key2, connect)

dao2

release

release

close

 

図 6-36 複数 DAO、単一コネクション 

 
「図 6-36 複数 DAO、単一コネクション」に示す内容に該当するサンプルコードは「リスト 6-12 トランザクション処

理（複数 DAO ＋  JDBCConnector）」のようになる。「リスト  6-12 トランザクション処理（複数 DAO ＋ 

JDBCConnector）」ではコードを簡略化するために、いくつかの例外処理については省略している。 
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リスト 6-12 トランザクション処理（複数 DAO ＋ JDBCConnector） 

 

    // DataAccessController の取得 

    DataManager dm = DataManager.getDataManager(); 

    DataAccessController dac = dm.getDataAccessController(); 

 

    // データアクセス処理 

    try { 

 

        // dao1 の取得とデータアクセス 

        MyDAO1IF dao1 = (MyDAO1IF)dac.getDAO("app", "key1", "con"); 

        dao1.access(...); 

 

        // dao2 の取得とデータアクセス 

        MyDAO2IF dao2 = (MyDAO2IF)dac.getDAO("app", "key2", "con"); 

        dao2.access(...); 

 

        dac.commit();   // DataAccessController のコミット 

    } catch (Exception e) { 

 

        try { 

            dac.rollback(); 

        } catch (Exception ex) { 

        } 

 

    } finally { 

 

        // リソースの解放 

        dac.release(); 

 

    } 

 

6.5.2.3 複数 DAO + 複数コネクション（JDBCConnector） 
複数の DAO が複数の JDBCConnector を利用してデータベースにアクセスする場合の処理内容を「図 6-37 複数

DAO、複数コネクション」に示す。 
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図 6-37 複数 DAO、複数コネクション 
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「図 6-37 複数 DAO、複数コネクション」に示す内容に該当するサンプルコードは「リスト 6-13 トランザクション処

理（複数 DAO ＋ 複数 JDBCConnector）」のようになる。「リスト 6-13 トランザクション処理（複数 DAO ＋ 複数

JDBCConnector）」ではコードを簡略化するために、いくつかの例外処理については省略している。 

 

リスト 6-13 トランザクション処理（複数 DAO ＋ 複数 JDBCConnector） 

 

    // DataAccessController の取得 

    DataManager dm = DataManager.getDataManager(); 

    DataAccessController dac = dm.getDataAccessController(); 

 

    // データアクセス処理 

    try { 

 

        // dao1 の取得とデータアクセス 

        MyDAO1IF dao1 = (MyDAO1IF)dac.getDAO("app", "key1", "con"); 

        dao1.access(...); 

 

        // dao2 の取得とデータアクセス 

        MyDAO2IF dao2 = (MyDAO2IF)dac.getDAO("app", "key2", "con"); 

        dao2.access(...); 

 

        dac.commit();   // DataAccessController のコミット 

    } catch (Exception e) { 

 

        try { 

            dac.rollback(); 

        } catch (Exception ex) { 

        } 

 

    } finally { 

 

        // リソースの解放 

        dac.release(); 

 

    } 

 

 
「リスト 6-13 トランザクション処理（複数 DAO ＋ 複数 JDBCConnector）」のコードを見ると「リスト 6-12 トランザク

ション処理（複数 DAO ＋ JDBCConnector）」と一致していることがわかる。これは DAO と DataConnector の関連

付けはプロパティ設定によって行われており、コード中に明示的に指定しないためである。つまり、2 つ以上の異

なる DAO で同じコネクションを使用するのか、それぞれ別のコネクションを使用するのかはソースコード中ではなく

プロパティ設定で外部から設定可能であることを示している。 

 
複数の JDBCConnectorを使用するとき、commitする場合注意が必要である。JDBCConnectorは 2フェーズコミッ

トに対応していないため、それぞれのコネクションに対してコミットを行う。このとき、最初のコネクションに対して

commitが成功したが次のコネクションの commitに失敗した場合、最初のコネクションに対する commitは元に戻

すことができない。 

6.5.2.4 複数 DAO + 複数コネクション（DataSource） 
複数の DAOが複数の DataSourceConnectorを利用してデータベースにアクセスする場合の処理内容を「図 6-38 

複数 DAO、複数コネクション（DataSource）」に示す。 
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図 6-38 複数 DAO、複数コネクション（DataSource） 

 
「図 6-38 複数 DAO、複数コネクション（DataSource）」に示す内容に該当するサンプルコードは「リスト 6-14 トラ

ンザクション処理（DataSourceConnector のみ使用した場合）」のようになる。「リスト 6-14 トランザクション処理

（DataSourceConnector のみ使用した場合）」ではコードを簡略化するために、いくつかの例外処理については省

略している。 
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リスト 6-14 トランザクション処理（DataSourceConnector のみ使用した場合） 

 

    // ユーザトランザクションの取得と開始 

    InitialContext ctx = new InitiralContext(); 

    UserTransaction ut = (UserTransaction)ctx.lookup("java:comp/UserTransaction"); 

    ut.begin(); 

 

    // DataAccessController の取得 

    DataManager dm = DataManager.getDataManager(); 

    DataAccessController dac = dm.getDataAccessController(); 

 

    // データアクセス処理 

    try { 

 

        // dao1 の取得とデータアクセス 

        MyDAOIF1 dao1 = (MyDAOIF1)dac.getDAO("app1", "key1", "con1"); 

        dao1.access(...); 

 

        // dao2 の取得とデータアクセス 

        MyDAOIF2 dao2 = (MyDAOIF2)dac.getDAO("app2", "key2", "con2"); 

        dao2.access(...); 

 

        // コミット 

        ut.commit(); 

 

    } catch (Exception e) { 

 

        // 例外発生時にはロールバック 

        ut.rollback(); 

 

    } finally { 

 

        // リソースの解放 

        dac.release(); 

 

    } 

 

 
「リスト 6-14 トランザクション処理（DataSourceConnector のみ使用した場合）」のコードを見ると「リスト 6-12 トラン

ザクション処理（複数 DAO ＋ JDBCConnector）」や「リスト 6-13 トランザクション処理（複数 DAO ＋ 複数

JDBCConnector）」とほぼ一致していることがわかる。異なるのはトランザクションの開始と終了である。トランザクシ

ョンは UserTransaction を取得して begin メソッドを実行しているところから明示的に開始され、commit メソッドま

たは rollback メソッドによって終了される。この間に DAO に関連付けられた DataSourceConnector は

InitialContext から DataSource をルックアップする。この DataSource から取得された Connection は

UserTransactionの管理下におかれる。ここで扱われるすべての DataSourceが 2 フェーズコミットに対応してい

る場合、すべての Connection は完全に 1 つのトランザクションとして扱われる（全部 commit が成功するか全部

commitに失敗して rollback されるかのいずれかとなる）。 

6.5.2.5 複数 DAO + 複数コネクション（DataSource と JDBC の併用） 
複数の DAOが DataSourceConnectorと JDBCConnectorを併用してデータベースにアクセスする場合の処理内容

を「図 6-39 複数 DAO、複数コネクション（DataSource と JDBCの併用）」に示す。 
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図 6-39 複数 DAO、複数コネクション（DataSource と JDBC の併用） 

 
「図 6-39 複数 DAO、複数コネクション（DataSource と JDBC の併用）」に示す内容に該当するサンプルコードは

「リスト 6-15 トランザクション処理（DataSourceConnectorと JDBCConnectorの併用）」のようになる。「リスト 6-15 ト

ランザクション処理（DataSourceConnector と JDBCConnector の併用）」ではコードを簡略化するために、いくつか
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の例外処理については省略している。 

 

リスト 6-15 トランザクション処理（DataSourceConnector と JDBCConnector の併用） 

 

    // ユーザトランザクションの取得と開始 

    InitialContext ctx = new InitiralContext(); 

    UserTransaction ut = (UserTransaction)ctx.lookup("java:comp/UserTransaction"); 

    ut.begin(); 

 

    // DataAccessController の取得 

    DataManager dm = DataManager.getDataManager(); 

    DataAccessController dac = dm.getDataAccessController(); 

 

    // データアクセス処理 

    try { 

 

        try { 

            // dao1 の取得とデータアクセス 

            MyDAOIF1 dao1 = (MyDAOIF1)dac.getDAO("app1", "key1", "con1"); 

            dao1.access(...); 

 

            // dao2 の取得とデータアクセス 

            MyDAOIF2 dao2 = (MyDAOIF2)dac.getDAO("app2", "key2", "con2"); 

            dao2.access(...); 

 

            dac.commit();   // DataAccessController のコミット 

        } catch (Exception e) { 

            try { 

                dac.rollback(); 

            } catch (Exception ex) { 

            } 

            throw e; 

        } 

        ut.commit();    // ユーザトランザクションのコミット 

 

    } catch (Exception e) { 

 

        // 例外発生時にはロールバック 

        ut.rollback(); 

 

    } finally { 

 

        // リソースの解放 

        dac.release(); 

 

    } 

 

 
「リスト 6-15 トランザクション処理（DataSourceConnectorと JDBCConnectorの併用）」のコードを見ると「リスト 6-12 

トランザクション処理（複数 DAO ＋ JDBCConnector）」、「リスト 6-13 トランザクション処理（複数 DAO ＋ 複数

JDBCConnector）」、さらに「リスト 6-14 トランザクション処理（DataSourceConnector のみ使用した場合）」とほぼ一

致していることがわかる。異なるのはトランザクションの開始と終了である。トランザクションは UserTransaction を

取得して begin メソッドを実行しているところから明示的に開始されるとともに、JDBCConnectorが関連付けられた

DAO が取得されたときにも開始されている。UserTransaction によるトランザクションは commit メソッドまたは
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rollback メソッドによって終了されており、JDBCConnector のトランザクションは DataAccessController の

commit または rollback メソッドによって終了されている。つまり、この場合 2つの異なるトランザクションが並行し

て存在していることになる。 

 
2 つの異なるトランザクションが並行して実行されているということは、片方が commit に成功してももう一方が

commitに失敗するという事態も考えられる。このような事象を極力避けるためには、UserTransactionで管理され

る DataConnectorのみを使用することが望ましい。 
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7 PropertyHandler 

7.1 概要 
「3 サービスフレームワーク」から「6 データフレームワーク」まで im-J2EE Frameworkのさまざまなサブフレームワ

ークを紹介してきた。これらの動作はそれぞれのサブフレームワークにおけるプロパティ設定で制御されるように

なっている。このプロパティの設定方法は～PropertyHandler という名前のインタフェースを実装したクラスによっ

てそれぞれ異なる。この～PropertyHandlerは固定されたものではなく、それぞれのサブフレームワークで使用さ

れる～PropertyHandler を実装した任意のクラスと交換することができる。これにより、たとえば頻繁にプロパティ

設定を変える必要がある開発時は動的にプロパティを変更できる PropertyHandler を用い、設定を変更すること

は稀でパフォーマンスが重視される運用時にはプロパティがキャッシュされている PropertyHandlerを用いるとい

うことが可能となる。 

 
本章では im-J2EE Frameworkにおける PropertyHandlerの設定方法について述べる。 

7.2 構成 

7.2.1 構成要素 
im-J2EE Frameworkにおけるプロパティは以下のようなものから構成されている。 

 PropertyManager 

 PropertyHandler 

 ～PropertyHandler 

 
これらの関連を「図 7-1 PropertyHandlerの構成」に示す。 

 

PropertyManager

<<interface>>
PropertyHandler

アプリケーション

<<interface>>
～PropertyHandler

 

図 7-1 PropertyHandler の構成 

7.2.1.1 PropertyManager 
jp.co.intra_mart.framework.system.property.PropertyManagerは PropertyHandler を生成・取得する役

割がある。 
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7.2.1.2 PropertyHandler 
jp.co.intra_mart.framework.system.property.PropertyHandlerインタフェースはPropertyManagerから生

成される PropertyHandler のインタフェースである。 im-J2EE Framework で使用されるすべての

PropertyHandlerはこのインタフェースを実装している必要がある。 

7.2.1.3 ～PropertyHandler 
これは im-J2EE Frameworkのサービスフレームワークやイベントフレームワークなどそれぞれのサブフレームワー

クに特化した PropertyHandlerのインタフェースである。 

7.2.2 PropertyHandler の取得 
PropertyHandler を取得するとき、PropertyManager に PropertyHandler の種類を表す「キー」を指定する。

PropertyManager はキーに対応する PropertyHandler がキャッシュに存在するか確認し、存在すればその

PropertyHandler を返す。 PropertyHandler がキャッシュに存在するときの取得の様子を「図  7-2 

PropertyHandlerの取得（キャッシュに存在する場合）」に示す。 

 

アプリケーション PropertyManager
handler:

～PropertyHandler

getPropertyHandler(key)

handler

PropertyHandlerの
キャッシュ

keyに一致するPropertyHandlerを検索

handler

プロパティの取得

 

図 7-2 PropertyHandler の取得（キャッシュに存在する場合） 

 
PropertyHandler がキャッシュに存在しない場合、PropertyManager はキーに対応する PropertyHandler を新

規に生成する。 PropertyHandler に対して初期化する情報があれば PropertyHandler に設定する

（PropertyHandler の init メソッド）。最後に PropertyManagerは初期化された PropertyHandler をキャッシュ

に追加して返す。このときの取得の様子を「図 7-3 PropertyHandler の取得（キャッシュに存在しない場合）」に示

す。 
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アプリケーション PropertyManager
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図 7-3 PropertyHandler の取得（キャッシュに存在しない場合） 

7.2.3 PropertyManager の取得 
jp.co.intra_mart.framework.system.property.PropertyManager はシングルトンパターンの構成をしている。

また、PropertyManager 自身は抽象クラスであり、このクラスのコンストラクタは直接使用できない（「図  7-4 

PropertyManagerの構造」参照）。 
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1

getPropertyManager()

PropertyManager

DefaultPropertyManager 独自のPropertyManager

 

図 7-4 PropertyManager の構造 

 
PropertyManagerのインスタンスを取得するためには、PropertyManagerの getPropertyManagerメソッドを利用

する。このメソッドでは JRE起動時のシステムプロパティから実際に使用する PropertyManagerのクラス名を取得

し、該当するクラスのインスタンスを生成する。このときのシステムプロパティのキーは PropertyManager.KEY9で取

得 さ れ る 値 で あ る 。 こ の シ ス テ ム プ ロ パ テ ィ が 設 定 さ れ て い な い 場 合 、

PropertyManager.DEFAULT_SYSTEM_MANAGER10で取得されるクラス名のインスタンスが生成される。 

 

PropertyManagerを取得する様子を「図 7-5 PropertyManagerの取得（システムプロパティが設定されていない場

合）」と「図 7-6 PropertyManagerの取得（システムプロパティが設定されている場合）」に示す。 

 

アプリケーション PropertyManager

manager:
DefaultPropertyManager

getPropertyManager()

<<create>>

manager

java.lang.System

getProperty(PropertyManager.KEY)

null

 

図 7-5 PropertyManager の取得（システムプロパティが設定されていない場合） 

 

                                                                 
9 im-J2EE Framework Version 4.1ではこの値は"jp.co.intra_mart.framework.system.property.PropertyManager"である。 
10 im-J2EE Framework Version 4.1ではこの値は"jp.co.intra_mart.framework.system.property.DefaultPropertyManager"である。 
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アプリケーション PropertyManager

manager:
～PropertyManager

getPropertyManager()

<<create>>

manager

java.lang.System

getProperty(PropertyManager.KEY)

"～PropertyManager"

 

図 7-6 PropertyManager の取得（システムプロパティが設定されている場合） 

7.2.3.1 DefaultPropertyManager 
jp.co.intra_mart.framework.system.property.DefaultPropertyManagerは im-J2EE Frameworkに標準で

用意されている PropertyManagerである。 

 
プロパティの設定はリソースファイルで行う。リソースファイルの内容は「プロパティ名=プロパティの値」という形式

で設定する。使用できる文字などはjava.util.ResourceBundleに従う。このリソースファイルは使用するアプリケ

ーションから取得できるクラスパスにおく必要がある。リソースファイルのファイル名や設定するプロパティ名などの

詳細は API リストを参照。 

7.2.3.2 独自の PropertyManager 
PropertyManager を開発者が独自に作成する場合、以下の要件を満たす必要がある。 

 jp.co.intra_mart.framework.system.property.PropertyManager クラスを継承している。 

 publicなデフォルトコンストラクタ（引数なしのコンストラクタ）が定義されている。 

 以下のメソッドに対して適切な値が返ってくる。 

 getPropertyHandlerName(String key) 

key に 対 応 す る PropertyHandler の 完 全 な ク ラ ス 名 を 返 す 。 こ の ク ラ ス は

jp.co.intra_mart.framework.system.property.PropertyHandler インタフェースを実装している

必要がある。 

 getPropertyHandlerParams(String key) 

key に対応する PropertyHandler を初期化する再に必要となるパラメータの配列を返す。配列の各

要素は jp.co.intra_mart.framework.system.property.PropertyHandlerParam であり、このクラ

スの getName メソッドでパラメータ名が、getValue メソッドでパラメータの値が取得できるものでなけれ

ばならない。 
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8 intra-mart との接続 
本章では im-J2EE Framework と intra-martを接続する方法について述べる。 

8.1 Page ベース 
この節では im-J2EE Frameworkのサービスフレームワークと intra-martの Pageベースを連携する方法について

述べる。 

8.1.1 Page ベースのメニューから im-J2EE Framework 
Pageベースのメニューから Servletや JSPに連携する最も簡単な方法は、その形式が"ページ [Servlet or JSP]"と

なるメニューを追加することである。この場合、メニューから指定された Servletまたは JSPには「表 8-1 メニューか

ら渡されるリクエストの内容」に示すような内容のリクエストが渡る。 

 

表 8-1 メニューから渡されるリクエストの内容 

パラメータ名 パラメータの内容 

id セッション ID 

account 現在作業中ユーザのユーザ ID 

group 現在作業中ユーザの所属ログイングループ ID 

referrer intra-mart のページベース開発モデルによって作成されたページを呼び出すためのＵＲＬ

caller プログラムを呼び出したページ（メニューのページパス） 

argument メニューのメンテナンス画面で設定されているページ引数 

 
しかし、このリクエストの内容はもともと im-J2EE Framework のサービスフレームワークの入り口である

ServiceServlet で想定している内容とは異なるため、何らかの変換が必要である。この変換の役割を担当する

のが IntramartConnectServletである（「図 8-1 IntramartConnectServletの役割」を参照）。 

 

リクエスト フォワード

Pageベースの
メニューからの

リクエスト

ServiceServletに
適したリクエストを

追加

Pageベースの
メニュー

Intramart
ConnectServlet

ServiceServlet

 

図 8-1 IntramartConnectServlet の役割 

 
IntramartConnectServlet を有効するためには以下の作業が必要である： 

 web.xmlの設定 

 メニューの設定 
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8.1.1.1 web.xml の設定 
IntramartConnectServlet を有効するためにはこれをサーブレットとして登録する。web.xmlに次のような行を設

定する必要がある11。 

 

リスト 8-1 web.xml の設定 

 

・・・ 

  <servlet> 

    <servlet-name>ConnectServlet</servlet-name> 

    <servlet-class>jp.co.intra_mart.framework.base.service.IntramartConnectServlet</servlet-class>

    <load-on-startup>1</load-on-startup> 

  </servlet> 

・・・ 

  <servlet-mapping> 

    <servlet-name>ConnectServlet</servlet-name> 

    <url-pattern>/ConnectServlet</url-pattern> 

  </servlet-mapping> 

・・・ 

 

 
「リスト 8-1 web.xmlの設定」では jp.co.intra_mart.framework.base.service.IntramartConnectServletを

単純に"/ConnectServlet"というパスにマッピングしているだけである。 

8.1.1.2 メニューの設定 
Pageベースのメニューから im-J2EE Frameworkのサービスフレームワークに遷移するような処理を行いたい場合、

「表 8-2 im-J2EE Frameworkに連携するメニュー」に示すようなメニューを登録する。 

 

表 8-2 im-J2EE Framework に連携するメニュー 

項目 設定内容 

フォルダ・ページ名 （任意） 

説明 （任意） 

ソート番号 （任意） 

PC/mobile PC 用ページとしてのみ使用 

形式 ページ[Servlet or JSP] 

ページ URL ConnectServlet 

ページ引数 application_param=アプリケーション ID,service_param=サービス ID 

ロール （このページを見せるユーザが含まれるロール） 

 
「表 8-2 im-J2EE Frameworkに連携するメニュー」でアプリケーション ID とサービス IDは実際に遷移したい

im-J2EE Framework のコンポーネントのアプリケーション ID とサービス ID である。また、application_param と

service_param は 実 際 に は ServicePropertyHandler の getApplicationParamName メ ソ ッ ド と

getServiceParamName メソッドで取得される値を指定する。intra-mart を標準でインストールした場合、これらはそ

                                                                 
11 intra-mart をインストールした場合、web.xmlには標準でこの定義がされている。 
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れぞれ application と service となる。 

8.1.1.3 動作 
IntramartConnectServlet はメニューから来たリクエストを以下のように分析・解釈し、ServiceServlet に

forwardする。 

 ログインユーザ ID（リクエストのパラメータ"account"）をセッションに登録する。このときのセッションは

im-J2EE Frameworkのセッションフレームワークで指定されたものに従う。セッションに登録するときの属性

名は SessionPropertyHandlerの getLoginUserIDKey メソッドの値である。 

 ログイングループ ID（リクエストのパラメータ"group"）をセッションに登録する。このときのセッションは

im-J2EE Frameworkのセッションフレームワークで指定されたものに従う。セッションに登録するときの属性

名は SessionPropertyHandlerの getLoginGroupIDKey メソッドで取得される値である。 

 intra-mart Pageベースの画面に戻るためのURL（リクエストのパラメータ"referrer"）をセッションに登録す

る。このときのセッションは im-J2EE Framework のセッションフレームワークで指定されたものに従う。セッ

ションに登録するときの属性名は IntramartConnectServlet.INTRAMART_URL_NAME で指定される値12で

ある。 

 ページ引数（リクエストのパラメータ"argument"）を解析し、ServiceServlet がアプリケーション ID とサー

ビス IDを抽出できる形式のリクエストを forwardする。forwardする先のパスは ServicePropertyHandler

の getServiceServletPath メソッドで取得される値である。 

8.1.2 im-J2EE Framework から Page ベース 
im-J2EE Framework のサービスフレームワークから Page ベースの画面に連携する最も簡単な方法は、

IntramartPageBaseTransition を使うことである。IntramartPageBaseTransition を使う場合、以下の作業が

必要である： 

 IntramartPageBaseTransitionの設定 

 遷移先ページパスの設定 

8.1.2.1  IntramartPageBaseTransition の設定 
im-J2EE Framework の サー ビ ス フ レ ー ム ワ ー ク か ら Page ベー ス の 画面 に遷移す る た め に

IntramartPageBaseTransitionを利用す場合、ServicePropertyHandlerのgetTransitionNameメソッドの戻り

値が IntramartPageBaseTransition となるように設定する。このとき、アプリケーション ID とサービス ID に対応

する Transitionは jp.co.intra_mart.framework.base.service.IntramartPageBaseTransitionである。 

 
ServicePropertyHandler として DefaultServicePropertyHandlerまたは TextFileServicePropertyHandler

を使用している場合、「リスト 8-2 IntramartPageBaseTransitionの設定」に示すよう設定する。 

 

                                                                 
12 im-J2EE Framework Version 4.1ではこの値は" jp.co.intra_mart.framework.base.service.IntramartConnectServlet.intramart"で

ある。 
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リスト 8-2 IntramartPageBaseTransition の設定 

 

<< ServiceConfig_app.properties >> 

 

・・・ 

transition.class.srv=jp.co.intra_mart.framework.base.service.IntramartPageBaseTransition 

・・・ 

 

 
「リスト 8-2 IntramartPageBaseTransitionの設定」ではアプリケーション IDが app、サービス IDが srv と仮定して

いる。 

8.1.2.2 遷移先ページパスの設定 
アプリケーション ID とサービス IDに対応する Transition として IntramartPageBaseTransition を指定した場

合、ServicePropertyHandler の getNextPagePath メソッドの戻り値が遷移先の Page ベースのパスとなるように

設定する。このパスの書式はメニューに Pageベースのパスを登録する場合と同じ形式である。 

 

ServicePropertyHandler として DefaultServicePropertyHandlerまたは TextFileServicePropertyHandler

を使用している場合、「リスト 8-3 遷移先ページパスの設定」に示すよう設定する。 

 

リスト 8-3 遷移先ページパスの設定 

 

<< ServiceConfig_app.properties >> 

 

・・・ 

nextpage.path.srv=test/mypage 

・・・ 

 

 
「リスト 8-3 遷移先ページパスの設定」ではアプリケーション IDが app、サービス IDが srv、遷移先のページパス

が test/mypage と仮定している。 

8.1.2.3 動作 
IntramartPageBaseTransitionの transfer メソッドでは以下のようにして Pageベースのパスに遷移する。 

 リクエストから決定されるアプリケーション ID とサービス ID から遷移先のページパスを決定する

（IntramartPageBaseTransitionの getNextPage メソッド）。 

 リクエストの内容から im-J2EE Frameworkに関連する部分を取り除いたリクエストを新しく作成する。 

 セ ッ シ ョ ン に 登 録 さ れ て い る Page ベ ー ス の 画 面 へ の URL （ 属 性 名 は

IntramartConnectServlet.INTRAMART_URL_NAMEで指定される値）を取得し、そのURLを利用して取得

したページパスにリダイレクトする。 
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8.2 処理実行 

8.2.1 intra-mart Schedule Service 
Schedule Serviceを利用して im-J2EE Frameworkのイベントフレームワークを起動する場合、以下の作業をする必

要がある。 

 ProcedureComponentの実装 

 コンポーネントの Schedule Serviceへの登録 

8.2.1.1 ProcedureComponent の実装 
jp.co.intra_mart.foundation.service.provider.batch.ProcedureComponent インタフェースは Java コン

ポーネントを intra-mart の Schedule Service 上で起動するためのインタフェースである。Schedule Service 上で

im-J2EE Frameworkのイベントフレームワークを利用する場合、このインタフェースを利用する。このサンプルを「リ

スト 8-4 Schedule Service とイベントフレームワークの連携」に示す。 

 

リスト 8-4 Schedule Service とイベントフレームワークの連携 

 

public class MyProcedureComponent implements ProcedureComponent { 

    public void execute(Properties arg) { 

        EventManager manager = null; 

        MyEvent event = null; 

        MyEventResult result = null; 

 

                ： 

 

            manager = EventManager.getEventManager(); 

            event = (MyEvent)manager.createEvent("myapp", 

                                                 "mykey", 

                                                 null, 

                                                 null); 

            event.setMessage("Test Message"); 

            result = (MyEventResult)manager.dispatch(event); 

 

                ： 

} 

 

 
「リスト 8-4 Schedule Serviceとイベントフレームワークの連携」のサンプルではログインユーザ IDやログイングルー

プ IDを指定することは想定していない。ログイングループ IDが必要となる場合、execute メソッドの引数 argから

取得できるログイングループ IDを、EventManagerの createEvent メソッドの第 4引数に設定すればよい。ログイ

ンユーザ IDは取得する方法がないため、null を設定する。 

8.2.1.2 コンポーネントの Schedule Service への登録 
作成したコンポーネントを「表 8-3 Schedule Serviceへの登録」に示すような形で Schedule Serviceに登録する。登

録内容の詳細は intra-martのアドミニストレータ・ガイドを参照。 
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表 8-3 Schedule Service への登録 

項目 設定内容 

名称 （任意） 

実行プログラム手順 起動するコンポーネントの完全なクラス名 

種類は[JAVA class]を選択 

実行時間 （任意） 

有効/無効 有効 

8.3 EIS 層 

8.3.1 intra-mart で管理されているデータベース 
intra-martで管理されているデータベース（intra-martのメニューの[システム設定]-[データベース]または[システム

設定]-[マルチデータベース]で設定されるデータベース）を im-J2EE Framework から扱う最も簡単な方法は、

IntramartDBDAO と IntramartDBConnector を 組 み 合 わ せ て 使 う こ と で あ る 。 IntramartDBDAO と

IntramartDBConnector を使う場合、以下の作業が必要である： 

 IntramartDBDAO を継承した DAOの作成 

 IntramartDBDAOの設定 

 IntramartDBConnectorの設定 

8.3.1.1 IntramartDBDAO を継承した DAO の作成 
intra-martで管理されているデータベースにアクセスするコードは IntramartDBDAOを継承したクラスに記述する。

コードの例は「リスト 8-5 IntramartDBDAOを継承した DAO」のようになる。 
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リスト 8-5 IntramartDBDAO を継承した DAO 

 

package sample; 

 

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

import jp.co.intra_mart.framework.base.data.IntramartDBDAO; 

・・・ 

 

public class MyIntramartDBDAO extends IntramartDBDAO implements MyTestDAOIF { 

    public MyModel select(String key) { 

        DbsConnection con = getConnection(); 

 

        try { 

            Statement stmt = con.createStatement(); 

            ・・・ 

        } catch (SQLException e) { 

            // 例外処理 

            ・・・ 

        } 

    } 

 

    ・・・ 

} 

 

8.3.1.2 IntramartDBDAO の設定 
作成した DAO を im-J2EE Frameworkのデータフレームワーク上で有効にするために、DataPropertyHandler の

getDAOName メソッドの戻り値が作成した DAOのクラス名となるように設定する。 

 
DataPropertyHandler として DefaultDataPropertyHandler または TextFileDataPropertyHandler を使用し

ている場合、「リスト 8-6 DAOの設定」に示すよう設定する。 

 

リスト 8-6 DAO の設定 

 

<< DataConfig_app.properties >> 

 

・・・ 

dao.class.key=sample.MyIntramartDBDAO 

・・・ 

 

 
「 リ ス ト  8-6 DAO の設定 」ではアプ リケーシ ョン ID が app 、 キーが key 、実行する DAO が

sample.MyIntramartDBDAOであると仮定している。 
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8.3.1.3 IntramartDBConnector の設定 
IntramartDBDAO は IntramartDBConnector を利用することを前提とした DAO である。この DataConnector を

im-J2EE Framework のデータフレームワーク上で有効にするために、DataPropertyHandler の以下のメソッドが

有効な値を返すように設定する。 

 getConnectorName 

DAOに対応する DataConnectorの名前 

 getConnectorClassName 

DataConnectorの名前に対応する DataConnectorの完全なクラス名 

 
DataPropertyHandler として DefaultDataPropertyHandler または TextFileDataPropertyHandler を使用し

ている場合、「リスト 8-7 DataConnectorの設定」に示すよう設定する。 

 

リスト 8-7 DataConnector の設定 

 

<< DataConfig_app.properties >> 

 

・・・ 

dao.connector.key=MyConnectorName 

・・・ 

 

 

<< DataConfig_app.properties >> 

 

・・・ 

connector.class.MyConnectorName=jp.co.intra_mart.framework.base.data.IntramartDBConnector 

・・・ 

 

 
「リスト 8-7 DataConnectorの設定」ではアプリケーション IDが app、キーが key、実行する DataConnectorの名前

が MyConnectorNameであるものと仮定している。 

8.3.2 intra-mart Storage Service 
intra-martの Storage Serviceで管理されているファイルを im-J2EE Frameworkのデータフレームワークで扱う最も

簡単な方法は、IntramartFileServerDAO と IntramartFileServerConnector を組み合わせて使うことである。

IntramartFileServerDAO と IntramartFileServerConnectorを使う場合、以下の作業が必要である： 

 IntramartFileServerDAO を継承した DAOの作成 

 IntramartFileServerDAOの設定 

 IntramartFileServerConnectorの設定 

8.3.2.1 IntramartFileServerDAO を継承した DAO の作成 
intra-martの Storage Serviceで管理されているファイルにアクセスするコードは IntramartFileServerDAOを継承

したクラスに記述する。コードの例は「リスト 8-8 IntramartFileServerDAOを継承した DAO」のようになる。 
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リスト 8-8 IntramartFileServerDAO を継承した DAO 

 

package sample; 

 

import jp.co.intra_mart.foundation.service.client.file.NetworkFile; 

import jp.co.intra_mart.framework.base.data.IntramartFileServerDAO; 

・・・ 

 

public class MyIntramartFileServerDAO 

        extends IntramartFileServerDAO implements MyTestDAOIF 

{ 

    public MyModel select(String key) { 

        NetworkFile file = getNetworkFile("mydirectory/myfile.txt"); 

 

        try { 

            String text = file.read(); 

            ・・・ 

        } catch (IOException e) { 

            // 例外処理 

            ・・・ 

        } 

    } 

 

    ・・・ 

} 

 

8.3.2.2 IntramartFileServerDAO の設定 
作成した DAO を im-J2EE Frameworkのデータフレームワーク上で有効にするために、DataPropertyHandler の

getDAOName メソッドの戻り値が作成した DAOのクラス名となるように設定する。 

 
DataPropertyHandler として DefaultDataPropertyHandler または TextFileDataPropertyHandler を使用し

ている場合、「リスト 8-9 DAOの設定」に示すよう設定する。 

 

リスト 8-9 DAO の設定 

 

<< DataConfig_app.properties >> 

 

・・・ 

dao.class.key=sample.MyIntramartFileServerDAO 

・・・ 

 

 
「 リ ス ト  8-9 DAO の設定 」ではアプ リケーシ ョン ID が app 、 キーが key 、実行する DAO が

sample.MyIntramartFileServerDAOであると仮定している。 
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8.3.2.3 IntramartFileServerConnector の設定 
IntramartFileServerDAO は IntramartFileServerConnector を利用することを前提とした DAO である。この

DataConnector を im-J2EE Framework のデータフレームワーク上で有効にするために、DataPropertyHandler

の以下のメソッドが有効な値を返すように設定する。 

 getConnectorName 

DAOに対応する DataConnectorの名前 

 getConnectorClassName 

DataConnectorの名前に対応する DataConnectorの完全なクラス名 

 
DataPropertyHandler として DefaultDataPropertyHandler または TextFileDataPropertyHandler を使用し

ている場合、「リスト 8-10 DataConnectorの設定」に示すよう設定する。 

 

リスト 8-10 DataConnector の設定 

 

<< DataConfig_app.properties >> 

 

・・・ 

dao.connector.key=MyConnectorName 

・・・ 

 

 

<< DataConfig_app.properties >> 

 

・・・ 

connector.class.MyConnectorName=jp.co.intra_mart.framework.base.data.IntramartFileServerConnector 

・・・ 

 

 
「リスト 8-10 DataConnectorの設定」ではアプリケーション IDが app、キーが key、実行する DataConnectorの名

前が MyConnectorNameであるものと仮定している。 
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 付録 A 標準の PropertyHandler
 

付録 A 標準の PropertyHandler 
im-J2EE Frameworkでは、アプリケーションの構成内容はプロパティ設定という形式で提供される。このプロパティ

を取得するのが PropertyHandlerである。im-J2EE Frameworkでは標準でいくつかの PropertyHandlerを提供

している。これらは Default～PropertyHandler または DefaultPropertyManager というクラス名で提供されてい

る。ここではそれぞれのプロパティ設定の一覧を記述する。 

A.1 サービスフレームワーク 
im-J2EE Frameworkのサービスフレームワークでは以下の PropertyHandlerが標準で提供されている： 

 jp.co.intra_mart.framework.base.service.DefaultServicePropertyHandler 

 jp.co.intra_mart.framework.base.service.TextFileServicePropertyHandler 

 
両者ともプロパティファイルで設定を行う。設定ファイルの書式は java.util.Properties に従い「キー=設定内

容」という形式を取る。 

 
両者の違いは以下のとおりである： 

 ファイルの保存場所 

DefaultServicePropertyHandlerではプロパティファイルを im-J2EE Framework と同じレベルのクラスロ

ーダに読み込まれるクラスパスの直下に置く必要があるが、TextFileServicePropertyHandler は任意

の場所に設定できる。 

 動的読み込み 

DefaultServicePropertyHandler は一度プロパティファイルが読み込まれるとアプリケーションを再起動

しない限りプロパティの値の変更が反映されないが、TextFileServicePropertyHandler は設定しだい

で変更が可能である。 

A.1.1 ServicePropertyHandler の指定 

A.1.1.1 共通 
ServicePropertyHandlerの指定は、通常は PropertyConfig.properties ファイルの中でキーservice.class

に使用する ServicePropertyHandlerの完全なクラス名を指定する。以下にその例を示す。 

 

・・・ 

service.class=jp.co.intra_mart.framework.base.service.DefaultServicePropertyHandler 

・・・ 

 
設定ファイル名は基本的に以下のようになっている： 

 共通のプロパティ：ServiceConfig.properties 

 アプリケーション個別のプロパティ：ServiceConfig_アプリケーション ID.properties 

 
これらのファイル名の"ServiceConfig"の部分は変更が可能である。この場合、ServicePropertyHandler の初

期化パラメータにプレフィックスを設定する。通常は PropertyConfig.properties ファイルの中でキー

service.param.bundleに変更したいプレフィックスを指定する。以下にその例を示す。 
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・・・ 

service.param.bundle=MyServiceConfig 

・・・ 

 
上記のようにすると、共通のプロパティは MyServiceConfig.propertiesに、アプリケーション個別のプロパティは

MyServiceConfig_アプリケーション ID.propertiesで指定することが可能となる。 

A.1.1.2 TextFileServicePropertyHandler 固有の設定 
ServicePropertyHandlerとして TextFileServicePropertyHandlerを指定する場合、さらに以下の初期化パラ

メータの設定が可能となる。 

 ファイルの場所（必須） 

 動的読み込みの設定（任意） 

A.1.1.2.1 ファイルの場所 

この初期化パラメータは必ず設定しなければならない。このパラメータで ServiceConfig.properties または

ServiceConfig_アプリケーション ID.propertiesのファイルがあるディレクトリを指定する必要がある（プレフィ

ッ ク ス を変更している場合 も同様 ） 。通常は PropertyConfig.properties フ ァ イルの中でキー

service.param.file_dirに上記のファイルが置かれているディレクトリを指定する。以下にその例を示す。 

 

・・・ 

service.param.file_dir=C:/MyConfig/service 

・・・ 

 
この場合、上記のファイルは C¥:MyConfig¥serviceディレクトリに配置されていることを宣言している。 

A.1.1.2.2 動的読み込みの設定 

この指定は任意である。省略された場合は falseが設定されたものとみなされる。この値が trueに設定されてい

る場合、ServiceConfig.properties または ServiceConfig_アプリケーション ID.propertiesに対する変更

はアプリケーションが動作している最中でも有効になる。通常は PropertyConfig.properties ファイルの中でキ

ーservice.param.dynamicに動的読み込みを可能とするかどうかを指定する。以下にその例を示す。 

 

・・・ 

service.param.dynamic=true 

・・・ 

 
この場合、プロパティファイルに対する変更はアプリケーション起動中でも有効となる。 

A.1.2 設定項目一覧 
DefaultServicePropertyHandler または TextFileServicePropertyHandler を使用する場合の設定項目とキ

ーの関係を「表 A-1 サービスフレームワークのプロパティ一覧」に示しておく。ここで「共通」に○がついている項

目は ServiceConfig.properties に、「個別」に○がついている項目は ServiceConfig_アプリケーション

ID.properties にそれぞれ設定可能な項目である。それぞれの設定項目の意味は「3.4.4 プロパティの内容」を

参照。 
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表 A-1 サービスフレームワークのプロパティ一覧 

設定項目 キー 共通 個別

クライアントエンコーディング client.encoding ○ × 

コンテキストパス context.path ○ × 

サービスサーブレットパス servlet.path ○ × 

アプリケーションパラメータ名 application.param ○ × 

サービスパラメータ名 service.param ○ × 

例外属性名 exception.attribute ○ × 

ServiceController controller.class.サービス ID × ○ 

Transition transition.class.サービス ID × ○ 

キー付遷移パス nextpage.path.サービス ID.キー × ○ 

遷移パス nextpage.path.サービス ID × ○ 

キー付入力エラーページパス input.error.page.path.サービス ID.キー × ○ 

入力エラーページパス input.error.page.path.サービス ID × ○ 

デフォルト入力エラーページパス input.error.page.path ○ ○ 

キー付サービスエラーページパス service.error.page.path.サービス ID.キー × ○ 

サービスエラーページパス service.error.page.path.サービス ID × ○ 

デフォルトサービスエラーページパス service.error.page.path ○ ○ 

キー付システムエラーページパス system.error.page.path.サービス ID.キー × ○ 

システムエラーページパス system.error.page.path.サービス ID × ○ 

デフォルトシステムエラーページパス system.error.page.path ○ ○ 

A.2 イベントフレームワーク 
im-J2EE Frameworkのサービスフレームワークでは以下の PropertyHandlerが標準で提供されている： 

 jp.co.intra_mart.framework.base.service.DefaultServicePropertyHandler 

 jp.co.intra_mart.framework.base.service.TextFileServicePropertyHandler 

 
両者ともプロパティファイルで設定を行う。設定ファイルの書式は java.util.Properties に従い「キー=設定内

容」という形式を取る。 

 
両者の違いは以下のとおりである： 

 ファイルの保存場所 

DefaultServicePropertyHandlerではプロパティファイルを im-J2EE Framework と同じレベルのクラスロ

ーダに読み込まれるクラスパスの直下に置く必要があるが、TextFileServicePropertyHandler は任意

の場所に設定できる。 

 動的読み込み 

DefaultServicePropertyHandler は一度プロパティファイルが読み込まれるとアプリケーションを再起動

しない限りプロパティの値の変更が反映されないが、TextFileServicePropertyHandler は設定しだい

で変更が可能である。 

A.2.1 EventPropertyHandler の指定 

A.2.1.1 共通 
EventPropertyHandlerの指定は、通常は PropertyConfig.propertiesファイルの中でキーevent.classに使
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用する EventePropertyHandlerの完全なクラス名を指定する。以下にその例を示す。 

 

・・・ 

event.class=jp.co.intra_mart.framework.base.event.DefaultEventPropertyHandler 

・・・ 

 
設定ファイル名は基本的に以下のようになっている： 

 共通のプロパティ：なし 

 アプリケーション個別のプロパティ：EventConfig_アプリケーション ID.properties 

 
これらのファイル名の"EventConfig"の部分は変更が可能である。この場合、EventPropertyHandler の初期化

パラメータにプレフィックスを設定する。通常は PropertyConfig.properties ファイルの中でキー

event.param.bundleに変更したいプレフィックスを指定する。以下にその例を示す。 

 

・・・ 

event.param.bundle=MyEventConfig 

・・・ 

 
上記のようにすると、アプリケーション個別のプロパティは MyEventConfig_アプリケーション ID.propertiesで

指定することが可能となる。 

A.2.1.2 TextFileEventPropertyHandler 固有の設定 
EventPropertyHandler として TextFileEventPropertyHandler を指定する場合、さらに以下の初期化パラメー

タの設定が可能となる。 

 ファイルの場所（必須） 

 動的読み込みの設定（任意） 

A.2.1.2.1 ファイルの場所 

この初期化パラメータは必ず設定しなければならない。このパラメータで EventConfig_アプリケーション

ID.properties のファイルがあるディレクトリを指定する必要がある（プレフィックスを変更している場合も同様）。

通常は PropertyConfig.properties ファイルの中でキーevent.param.file_dir に上記のファイルが置かれて

いるディレクトリを指定する。以下にその例を示す。 

 

・・・ 

event.param.file_dir=C:/MyConfig/event 

・・・ 

 
この場合、上記のファイルは C¥:MyConfig¥eventディレクトリに配置されていることを宣言している。 

A.2.1.2.2 動的読み込みの設定 

この指定は任意である。省略された場合は falseが設定されたものとみなされる。この値が trueに設定されてい

る場合、EventConfig_アプリケーション ID.properties に対する変更はアプリケーションが動作している最中

でも有効になる。通常はPropertyConfig.propertiesファイルの中でキーevent.param.dynamicに動的読み込

みを可能とするかどうかを指定する。以下にその例を示す。 
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・・・ 

event.param.dynamic=true 

・・・ 

 
この場合、プロパティファイルに対する変更はアプリケーション起動中でも有効となる。 

A.2.2 設定項目一覧 
DefaultEventPropertyHandler または TextFileEventPropertyHandler を使用する場合の設定項目とキーの

関係を「表 A-2 イベントフレームワークのプロパティ一覧」に示しておく。イベントフレームワークはアプリケーショ

ンにまたがって共通する項目を持たないため、ここでは「共通」はすべて×になる。「個別」に○がついている項目

は EventConfig_アプリケーション ID.properties にそれぞれ設定可能な項目である。それぞれの設定項目

の意味は「4.4.4 プロパティの内容」を参照。 

 

表 A-2 イベントフレームワークのプロパティ一覧 

設定項目 キー 共通 個別

イベント event.class.キー × ○ 

EventListenerFactory factory.class.キー × ○ 

EventListenerFactoryの初期パラメータ factory.param.キー.パラメータ名 × ○ 

EventTrigger情報 trigger.class.キー.ソート番号 × ○ 

A.3 セッションフレームワーク 
im-J2EE Framework のセッションフレームワークでは本章で紹介している他のフレームワークと違い、以下の

PropertyHandlerのみが標準で提供されている： 

 jp.co.intra_mart.framework.base.session.DefaultSessionPropertyHandler 

 
この PropertyHandler はプロパティファイルで設定を行う。設定ファイルの書式は java.util.Properties に従

い「キー=設定内容」という形式を取る。 

 
この PropertyHandler を使用する場合、以下の点に注意する： 

 ファイルの保存場所 

DefaultSessionPropertyHandlerではプロパティファイルを im-J2EE Framework と同じレベルのクラスロ

ーダに読み込まれるクラスパスの直下に置く必要がある。 

 動的読み込み 

DefaultSessionPropertyHandler は一度プロパティファイルが読み込まれるとアプリケーションを再起動

しない限りプロパティの値の変更が反映されない。 

A.3.1 ServicePropertyHandler の指定 
SessionPropertyHandlerの指定は、通常は PropertyConfig.properties ファイルの中でキーsession.class

に使用する SessionPropertyHandlerの完全なクラス名を指定する。以下にその例を示す。 

 

・・・ 

session.class=jp.co.intra_mart.framework.base.session.DefaultSessionPropertyHandler 

・・・ 
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設定ファイル名は基本的に以下のようになっている： 

 共通のプロパティ：SessionConfig.properties 

 アプリケーション個別のプロパティ：なし 

 
このファイル名の"SessionConfig"の部分は変更が可能である。この場合、SessionPropertyHandler の初期化

パラメータにプレフィックスを設定する。通常は PropertyConfig.properties ファイルの中でキー

session.param.bundleに変更したいプレフィックスを指定する。以下にその例を示す。 

 

・・・ 

session.param.bundle=MySessionConfig 

・・・ 

 
上記のようにすると、共通のプロパティは MySessionConfig.propertiesに、アプリケーション個別のプロパティは

MySessionConfig_アプリケーション ID.propertiesで指定することが可能となる。 

A.3.2 設定項目一覧 
DefaultSessionPropertyHandler を使用する場合の設定項目とキーの関係を「表 A-3 セッションフレームワー

クのプロパティ一覧」に示しておく。セッションフレームワークはアプリケーション個別の設定情報を持たない。その

ため、すべての項目は「共通」のみに○がついている。それぞれの設定項目の意味は「5.7.4 プロパティの内容」

を参照。 

 

表 A-3 セッションフレームワークのプロパティ一覧 

設定項目 キー 共通 個別 

セッションオブジェクトキー object.key ○ × 

セッション IDパラメータ名 object.param ○ × 

セッションファクトリクラス名 factory.name ○ × 

ログインユーザ IDキー reserved.user.key ○ × 

ログイングループ IDキー reserved.group.key ○ × 

セッションエラーページパス error.page.path ○ × 

A.4 データフレームワーク 
im-J2EE Frameworkのデータフレームワークでは以下の PropertyHandlerが標準で提供されている： 

 jp.co.intra_mart.framework.base.data.DefaultDataPropertyHandler 

 jp.co.intra_mart.framework.base.data.TextFileDataPropertyHandler 

 
両者ともプロパティファイルで設定を行う。設定ファイルの書式は java.util.Properties に従い「キー=設定内

容」という形式を取る。 

 
両者の違いは以下のとおりである： 

 ファイルの保存場所 

DefaultDataPropertyHandler ではプロパティファイルを im-J2EE Framework と同じレベルのクラスロー

ダに読み込まれるクラスパスの直下に置く必要があるが、TextFileDataPropertyHandler は任意の場所

に設定できる。 

 動的読み込み 
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DefaultDataPropertyHandlerは一度プロパティファイルが読み込まれるとアプリケーションを再起動しな

い限りプロパティの値の変更が反映されないが、TextFileDataPropertyHandler は設定しだいで変更が

可能である。 

A.4.1 DataPropertyHandler の指定 

A.4.1.1 共通 
DataPropertyHandlerの指定は、通常は PropertyConfig.propertiesファイルの中でキーdata.classに使用

する DataPropertyHandlerの完全なクラス名を指定する。以下にその例を示す。 

 

・・・ 

data.class=jp.co.intra_mart.framework.base.data.DefaultDataPropertyHandler 

・・・ 

 
設定ファイル名は基本的に以下のようになっている： 

 共通のプロパティ：DataConfig.properties 

 アプリケーション個別のプロパティ：DataConfig_アプリケーション ID.properties 

 
これらのファイル名の"DataConfig"の部分は変更が可能である。この場合、DataPropertyHandlerの初期化パラ

メ ー タにプ レ フ ィ ッ ク ス を設定す る 。通常は PropertyConfig.properties フ ァ イルの中でキー

data.param.bundleに変更したいプレフィックスを指定する。以下にその例を示す。 

 

・・・ 

data.param.bundle=MyDataConfig 

・・・ 

 
上記のようにすると、共通のプロパティは MyDataConfig.properties に、アプリケーション個別のプロパティは

MyDataConfig_アプリケーション ID.propertiesで指定することが可能となる。 

A.4.1.2 TextFileDataPropertyHandler 固有の設定 
DataPropertyHandler として TextFileDataPropertyHandler を指定する場合、さらに以下の初期化パラメータ

の設定が可能となる。 

 ファイルの場所（必須） 

 動的読み込みの設定（任意） 

A.4.1.2.1 ファイルの場所 

この初期化パラメータは必ず設定しなければならない。このパラメータで DataConfig.properties または

DataConfig_アプリケーション ID.propertiesのファイルがあるディレクトリを指定する必要がある（プレフィック

スを変更している場合も同様）。通常は PropertyConfig.propertiesファイルの中でキーdata.param.file_dir

に上記のファイルが置かれているディレクトリを指定する。以下にその例を示す。 

 

・・・ 

data.param.file_dir=C:/MyConfig/data 

・・・ 

 
この場合、上記のファイルは C¥:MyConfig¥dataディレクトリに配置されていることを宣言している。 
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A.4.1.2.2 動的読み込みの設定 

この指定は任意である。省略された場合は falseが設定されたものとみなされる。この値が trueに設定されてい

る場合、DataConfig.propertiesまたは ServiceConfig_アプリケーションID.propertiesに対する変更はア

プリケーションが動作している最中でも有効になる。通常は PropertyConfig.properties ファイルの中でキー

data.param.dynamicに動的読み込みを可能とするかどうかを指定する。以下にその例を示す。 

 

・・・ 

data.param.dynamic=true 

・・・ 

 
この場合、プロパティファイルに対する変更はアプリケーション起動中でも有効となる。 

A.4.2 設定項目一覧 
DefaultDataPropertyHandler または TextFileDataPropertyHandler を使用する場合の設定項目とキーの関

係を「表 A-4 データフレームワークのプロパティ一覧」に示しておく。ここで「共通」に○がついている項目は

DataConfig.properties に、「個別」に○がついている項目は DataConfig_アプリケーション ID.properties

にそれぞれ設定可能な項目である。それぞれの設定項目の意味は「6.4.4 プロパティの内容」を参照。 

 

表 A-4 データフレームワークのプロパティ一覧 

設定項目 キー 共通 個別 

DataConnector client.encoding ○ × 

リソース名 context.path ○ × 

リソースパラメータ servlet.path ○ × 

DAO application.param × ○ 

データコネクタ名 service.param × ○ 

データコネクタ名（接続名指定） exception.attribute × ○ 

A.5 PropertyManager 
im-J2EE Frameworkでは以下の PropertyManagerのみが標準で提供されている： 

 jp.co.intra_mart.framework.system.property.DefaultPropertyManager 

 
DefaultPropertyManager では各サブフレームワーク（サービスフレームワークやイベントフレームワーク等）で使

用される PropertyHandler の指定をプロパティファイルで行う。設定ファイルの書式は java.util.Properties

に従い「キー=設定内容」という形式を取る。 

 
この PropertyManager を使用する場合、以下の点に注意する： 

 ファイルの保存場所 

DefaultPropertyManager ではプロパティファイルを im-J2EE Framework と同じレベルのクラスローダに

読み込まれるクラスパスに置く必要がある。このときのファイル名とファイルの置き場所は

DefaultPropertyManager.KEY13で指定されるシステムプロパティの値に従う。このシステムプロパティが

指定されていない場合、DefaultPropertyManager.DEFAULT_BUNDLE_NAME14で指定されるシステムプロ

                                                                 
13 im-J2EE Framework Version 4.1ではこの値は"jp.co.intra_mart.framework.system.property.DefaultPropertyManager"である。 
14 im-J2EE Framework Version 4.1ではこの値は"/PropertyConfig.properties"である。 
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パティの値に従う。 

 動的読み込み 

DefaultPropertyManager で指定された各 PropertyHandler は一度プロパティファイルが読み込まれる

とアプリケーションを再起動しない限りプロパティの値の変更が反映されない。 

A.5.1 PropertyHandler の指定 
各サブフレームワークで使用する PropertyHandlerの指定は、通常は PropertyConfig.propertiesファイルの

中で設定する。この場合、書式は以下のようになる： 

 

・・・ 

サブフレームワークのキー.class=使用する PropertyHandler の完全なクラス名 

サブフレームワークのキー.param.パラメータ名=初期化パラメータの値 

・・・ 

 
ここでサブフレームワークのキーと指定されているもののうち、im-J2EE Framework で使用しているものを「表 

A-5 各サブフレームワークのキー」に示す。 

 

表 A-5 各サブフレームワークのキー 

サブフレームワーク キー 

サービスフレームワーク service 

イベントフレームワーク event 

セッションフレームワーク session 

データフレームワーク data 
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http://java.sun.com/j2se/1.3/ 

[2] Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) 
http://java.sun.com/j2ee/1.3/docs/ 

[3] JavaTM BluePrints EnterPrise BluePrints 
http://java.sun.com/blueprints/enterprise/ 

[4] JavaTM Servlet Specification Version 2.3 
http://java.sun.com/products/servlet/download.html#specs 

[5] Enterprise JavaBeansTM Specification, Version 2.0 
http://java.sun.com/products/ejb/docs.html 

[6] Java Transaction API (JTA) Version 1.0.1 
http://java.sun.com/products/jta/index.html 
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