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はじめにはじめにはじめにはじめに

このマニュアルでは、モジュール化された、拡張可能で、メンテナンス性のある J2EE アプリ
ケーションの作成方法について説明します。Oracle Application Server の機能を 大限に活用
してアプリケーションの構造を構築する方法について主に説明します。このマニュアルは、
『Oracle Application Server Containers for J2EE ユーザーズ・ガイド』とともにご利用ください。

「はじめに」の項目は次のとおりです。

� 対象読者

� ドキュメントのアクセシビリティについて

� 関連ドキュメント

� 表記規則

� サポートおよびサービス
v



対象読者対象読者対象読者対象読者
このマニュアルは、次の作業を行う開発者を対象としています。

� J2EE アプリケーションの設計および作成

� ワイヤレス・クライアントをサポートできるようにアプリケーションを拡張する

� アプリケーションをポータル・フレームワークで実行できるようにする

このマニュアルの読者は、Java に精通していること、および J2EE テクノロジについての経験
があることを前提としています。

ドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについて
オラクル社は、障害のあるお客様にもオラクル社の製品、サービスおよびサポート・ドキュメ
ントを簡単にご利用いただけることを目標としています。オラクル社のドキュメントには、
ユーザーが障害支援技術を使用して情報を利用できる機能が組み込まれています。HTML 形式
のドキュメントで用意されており、障害のあるお客様が簡単にアクセスできるようにマーク
アップされています。標準規格は改善されつつあります。オラクル社はドキュメントをすべて
のお客様がご利用できるように、市場をリードする他の技術ベンダーと積極的に連携して技術
的な問題に対応しています。オラクル社のアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle 
Accessibility Program の Web サイト http://www.oracle.com/accessibility/ を参照してくださ
い。

外部外部外部外部 Web サイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについて このドキュメントにはオラクル
社およびその関連会社が所有または管理しない Web サイトへのリンクが含まれている場合があ
ります。オラクル社およびその関連会社は、それらの Web サイトのアクセシビリティに関して
の評価や言及は行っておりません。

関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメント
詳細は、次の Oracle ドキュメントを参照してください。

� 『Oracle Application Server 概要』

� 『Oracle Application Server Containers for J2EE ユーザーズ・ガイド』

� 『Oracle Application Server Containers for J2EE JavaServer Pages 開発者ガイド』

� 『Oracle Application Server Containers for J2EE サーブレット開発者ガイド』

� 『Oracle Application Server Containers for J2EE Enterprise JavaBeans 開発者ガイド』

表記規則表記規則表記規則表記規則
この項では、このマニュアルの本文およびコード例で使用される表記規則について説明します。
この項の内容は次のとおりです。

� 本文の表記規則

� コード例の表記規則

� Microsoft Windows オペレーティング・システム環境での表記規則
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本文の表記規則本文の表記規則本文の表記規則本文の表記規則
本文では、特定の項目が一目でわかるように、次の表記規則を使用します。次の表に、その規
則と使用例を示します。

コード例の表記規則コード例の表記規則コード例の表記規則コード例の表記規則
コード例は、SQL、PL/SQL、SQL*Plus または他のコマンドライン文の例です。次のように固
定幅フォントで表示され、通常のテキストと区別されます。

SELECT username FROM dba_users WHERE username = 'MIGRATE';

次の表に、コード例で使用される表記規則とその使用例を示します。

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例

太字太字太字太字 太字は、本文中で定義されている用語およ
び用語集に記載されている用語を示しま
す。

この句を指定すると、索引構成表索引構成表索引構成表索引構成表が作成されます。

固定幅フォントの
大文字

固定幅フォントの大文字は、システム指定
の要素を示します。このような要素には、
パラメータ、権限、データ型、Recovery 
Manager キーワード、SQL キーワード、

SQL*Plus またはユーティリティ・コマン

ド、パッケージおよびメソッドがありま
す。また、システム指定の列名、データ
ベース・オブジェクト、データベース構
造、ユーザー名およびロールも含まれま
す。

NUMBER列に対してのみ、この句を指定できます。

BACKUPコマンドを使用して、データベースの

バックアップを作成できます。

USER_TABLESデータ・ディクショナリ・ビュー

内の TABLE_NAME列を問い合せます。

DBMS_STATS.GENERATE_STATSプロシージャを

使用します。

固定幅フォントの
小文字

固定幅フォントの小文字は、実行可能ファ
イル、ファイル名、ディレクトリ名および
ユーザーが指定する要素のサンプルを示し
ます。このような要素には、コンピュータ
名およびデータベース名、ネット・サービ
ス名および接続識別子があります。また、
ユーザーが指定するデータベース・オブ
ジェクトとデータベース構造、列名、パッ
ケージとクラス、ユーザー名とロール、プ
ログラム・ユニットおよびパラメータ値も
含まれます。

sqlplusと入力して、SQL*Plus をオープンしま

す。

パスワードは、orapwdファイルで指定します。

/disk1/oracle/dbsディレクトリ内のデータ・

ファイルおよび制御ファイルのバックアップを作
成します。

hr.departments表には、department_id、
department_nameおよび location_id列があ

ります。

QUERY_REWRITE_ENABLED初期化パラメータを

trueに設定します。

oeユーザーとして接続します。

注意注意注意注意 : プログラム要素には、大文字と小文

字を組み合せて使用するものもあります。
これらの要素は、記載されているとおりに
入力してください。

JRepUtilクラスが次のメソッドを実装します。

固定幅フォントの
小文字のイタリック

固定幅フォントの小文字のイタリックは、
プレースホルダまたは変数を示します。

parallel_clauseを指定できます。

old_release.SQLを実行します。ここで、

old_releaseとアップグレード前にインストー

ルしたリリースを示します。

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例

[ ] 大カッコは、カッコ内の項目を任意に選択
することを表します。大カッコは、入力し
ないでください。

DECIMAL (digits [ , precision ])

{ } 中カッコは、カッコ内の項目のうち、1 つが

必須であることを表します。中カッコは、
入力しないでください。

{ENABLE | DISABLE}
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| 縦線は、大カッコまたは中カッコ内の複数
の選択項目の区切りに使用します。項目の
うちの 1 つを入力します。縦線は、入力し

ないでください。

{ENABLE | DISABLE}

[COMPRESS | NOCOMPRESS]

... 水平の省略記号は、次のいずれかを示しま
す。

� 例に直接関連しないコードの一部が省
略されている。

� コードの一部を繰り返すことができる。

CREATE TABLE ... AS subquery;

SELECT col1, col2, ... , coln FROM 
employees;

 .

 .

 .

垂直の省略記号は、例に直接関連しない複
数の行が省略されていることを示します。

SQL> SELECT NAME FROM V$DATAFILE;

NAME

------------------------------------

/fsl/dbs/tbs_01.dbf

/fs1/dbs/tbs_02.dbf

.

.

.

/fsl/dbs/tbs_09.dbf

9 rows selected.

その他の記号 大カッコ、中カッコ、縦線および省略記号
以外の記号は、記載されているとおりに入
力する必要があります。

acctbal NUMBER(11,2);

acct    CONSTANT NUMBER(4) := 3;

イタリック体 イタリック体は、特定の値を指定する必要
があるプレースホルダや変数を示します。

CONNECT SYSTEM/system_password

DB_NAME = database_name

大文字 大文字は、システム指定の要素を示します。
これらの要素は、ユーザー定義の要素と区
別するために大文字で示されます。大カッ
コ内にないかぎり、表示されているとおり
の順序および綴りで入力します。ただし、
大 / 小文字が区別されないため、小文字で

も入力できます。

SELECT last_name, employee_id FROM 
employees;

SELECT * FROM USER_TABLES;

DROP TABLE hr.employees;

小文字 小文字は、ユーザー指定のプログラム要素
を示します。たとえば、表名、列名または
ファイル名などです。

SELECT last_name, employee_id FROM 
employees;

sqlplus hr/hr

注意注意注意注意 : プログラム要素には、大文字と小文

字を組み合せて使用するものもあります。
これらの要素は、記載されているとおりに
入力してください。

CREATE USER mjones IDENTIFIED BY 
ty3MU9;

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例
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Microsoft Windows オペレーティング・システム環境での表記規則オペレーティング・システム環境での表記規則オペレーティング・システム環境での表記規則オペレーティング・システム環境での表記規則
次の表に、Microsoft Windows オペレーティング・システム環境での表記規則とその使用例を
示します。

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例

ファイル名および
ディレクトリ名

ファイル名およびディレクトリ名は大 / 小

文字が区別されません。特殊文字の左山
カッコ（<）、右山カッコ（>）、コロン（:）、
二重引用符（"）、スラッシュ（/）、縦線

（|）およびハイフン（-）は使用できませ

ん。円記号（¥）は、引用符で囲まれている

場合でも、要素のセパレータとして処理さ
れます。Windows では、ファイル名が ¥¥ で

始まる場合、汎用命名規則が使用されてい
ると解釈されます。

c:¥winnt"¥"system32は

C:¥WINNT¥SYSTEM32と同じです。

Windows コマン

ド・プロンプト

Windows コマンド・プロンプトには、カレ

ント・ディレクトリが表示されます。この
マニュアルでは、コマンド・プロンプトと
呼びます。コマンド・プロンプトのエス
ケープ文字はカレット（^）です。

C:¥oracle¥oradata>

特殊文字 Windows コマンド・プロンプトで二重引用

符（"）のエスケープ文字として円記号（¥）
が必要な場合があります。丸カッコおよび
一重引用符（'）にはエスケープ文字は必要

ありません。エスケープ文字および特殊文
字の詳細は、Windows オペレーティング・

システムのドキュメントを参照してくださ
い。

C:¥>exp scott/tiger TABLES=emp 
QUERY=¥"WHERE job='SALESMAN' and 
sal<1600¥"

C:¥>imp SYSTEM/password FROMUSER=scott 
TABLES=(emp, dept)

HOME_NAME Oracle ホームの名前を表します。ホーム名

には、英数字で 16 文字まで使用できます。

ホーム名に使用可能な特殊文字は、アン
ダースコアのみです。

C:¥> net start 
OracleHOME_NAMETNSListener

ORACLE_HOME
および
ORACLE_BASE

Oracle8i より前のリリースでは、Oracle コ

ンポーネントをインストールすると、すべ
てのサブディレクトリが 上位の ORACLE_
HOME下に置かれました。Windows NT の

場合、デフォルトでは C:¥orantです。

このリリースは、Optimal Flexible 
Architecture（OFA）のガイドラインに準拠

しています。ORACLE_HOMEディレクトリ

下に配置されないサブディレクトリもあり
ます。 上位のディレクトリは ORACLE_
BASEと呼ばれ、デフォルトでは

C:¥oracleです。他の Oracle ソフトウェ

アがインストールされていないコンピュー
タに 新リリースの Oracle をインストール

した場合、Oracle ホーム・ディレクトリは、

デフォルトで C:¥oracle¥orannに設定さ

れます。nnは 新リリースの番号です。

Oracle ホーム・ディレクトリは、ORACLE_
BASEの直下に配置されます。

このマニュアルに示すディレクトリ・パス
の例は、すべて OFA の表記規則に準拠して

います。

ORACLE_BASE¥ORACLE_HOME¥rdbms¥admin
ディレクトリへ移動します。
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サポートおよびサービスサポートおよびサービスサポートおよびサービスサポートおよびサービス
次の各項に、各サービスに接続するための URL を記載します。 

オラクル社カスタマ・サポート・センターオラクル社カスタマ・サポート・センターオラクル社カスタマ・サポート・センターオラクル社カスタマ・サポート・センター
オラクル製品サポートの購入方法、およびオラクル社カスタマ・サポート・センターへの連絡
方法の詳細は、次の URL を参照してください。 

http://www.oracle.co.jp/support/

製品マニュアル製品マニュアル製品マニュアル製品マニュアル
製品のマニュアルは、次の URL にあります。 

http://otn.oracle.co.jp/document/

研修およびトレーニング研修およびトレーニング研修およびトレーニング研修およびトレーニング
研修に関する情報とスケジュールは、次の URL で入手できます。 

http://www.oracle.co.jp/education/

その他の情報その他の情報その他の情報その他の情報
オラクル製品やサービスに関するその他の情報については、次の URL から参照してください。 

http://www.oracle.co.jp 

http://otn.oracle.co.jp 

注意注意注意注意 : ドキュメント内に記載されている URL や参照ドキュメントには、
Oracle Corporation が提供する英語の情報も含まれています。日本語版の情
報については、前述の URL を参照してください。
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第第第第 I 部部部部

サンプル・アプリケーションおよびサンプル・アプリケーションおよびサンプル・アプリケーションおよびサンプル・アプリケーションおよび

データベース・コンテンツの概要データベース・コンテンツの概要データベース・コンテンツの概要データベース・コンテンツの概要

このマニュアルでは、データベースの同一のスキーマにアクセスするサンプル・アプリケー
ションについて説明します。第 I 部では、アプリケーションおよびスキーマの概要について説
明します。

第 I 部は、次の章で構成されています。

� 第 1 章「アプリケーションの作成 : 概要」

� 第 2 章「アプリケーションの設計」





アプリケーションの作成 : 概
1

アプリケーションの作成アプリケーションの作成アプリケーションの作成アプリケーションの作成 : 概要概要概要概要

Oracle Application Server にデプロイするアプリケーションを作成する場合は、様々なアプリ
ケーションの設計方法が考えられます。このマニュアルでは、3 つのサンプル・アプリケー
ションを使用して、アプリケーションの設計および実装手順について説明します。また、使用
可能なオプションおよび各オプションのメリットとデメリットについても説明します。

このマニュアルを読むことで、モジュール化された拡張可能なアプリケーションを作成できる
ようになります。作成時には、簡単な方法によって、機能を追加したり、別のクライアント・
タイプ（ワイヤレス・デバイスなど）を追加したり、他の機能に及ぼす影響を 小限に抑えな
がら機能の実装を変更することができます。

サンプル・アプリケーションによって、ユーザーは、従業員の氏名、電話番号、電子メール・
アドレス、職種 ID などのデータを参照できます。また、福利厚生の給付項目を追加したり削除
することもできます。このアプリケーションによって、Oracle データベース内のデータの取得
および更新もできます。サンプル・アプリケーションでは、JavaServer Pages、サーブレット、
Enterprise JavaBeans、JDBC、ポータル、ワイヤレス・デバイス、Web キャッシュ、Web サー
ビス、JNDI、JAAS などを含む多くのテクノロジを利用します。

この章の項目は次のとおりです。

� OracleAS の概要

� サンプル・アプリケーション

� データベース・スキーマ

� 開発手順

� 開発ツール

� このマニュアルで取り扱っている範囲と取り扱っていない範囲
要 1-1



OracleAS の概要
1.1 OracleAS の概要の概要の概要の概要
OracleAS は多くのテクノロジをサポートしています。これにより、アプリケーションを設計お
よび作成する際の選択の幅が広がります。次の項では、主要テクノロジのいくつかを取り上げ
て説明します。

1.1.1 J2EE
J2EE サポートには、次のテクノロジが含まれます。

� Enterprise JavaBeans: アプリケーションで Entity Bean、Session Bean および
Message-Driven Bean を使用できます。EJB の構成要素である EJB コンテナは各種のサー
ビスを提供します。サービスの中には、トランザクション、永続性、ライフ・サイクルの
管理などがあります。

� サーブレット : Web リクエストに対する動的レスポンスを生成できます。

� JavaServer Pages（JPS）: Java および HTML を組み合せて、Web アプリケーションを容易
に作成できます。また JSP によって、Web リクエストに対する動的レスポンスも生成でき
ます。サーブレットおよび JSP は Web コンテナ内で動作します。Web コンテナは、EJB コ
ンテナと同様のサービスを提供します。

� Java Authentication and Authorization Service（JAAS）: ユーザー認証（ユーザーが本人で
あることを確認すること）およびユーザー認可（ユーザーがオブジェクトを実行または戻
す前に、そのオブジェクトへのアクセス権を持っているか確認すること）を実行できます。

� Java Message Service（JMS）: データおよびイベントを非同期式に送受信できます。

� Java Transaction API（JTA）: アプリケーションで分散トランザクションを使用したり、他
のコンポーネントからトランザクション・サービスにアクセスすることができます。

� J2EE コネクタ・アーキテクチャ : 企業情報システムに接続して、処理を実行できます。

J2EE の仕様などの詳細は、次の Web サイトを参照してください。

http://java.sun.com/j2ee

1.1.2 企業ポータル企業ポータル企業ポータル企業ポータル
OracleAS で作成したポータルを使用すると、複数のアプリケーションを 1 つの Web ページに
集約（グループ化）できます。そのページは、ユーザーが各種の情報にアクセスするためのエ
ントリ・ポイントとなります。ユーザーはそのページにアクセスすると、そこから、シング
ル・サインオン機能によってアクセスできるアプリケーションのみを参照できます。これらの
アプリケーションは、ポータル・フレームワーク内に表示される場合、ポートレットと呼ばれ
ます。

図 1-1 に、ポータル・ページの画面例を示します。
1-2　Oracle Application Server アプリケーション開発者ガイド



OracleAS の概要
図図図図 1-1 ポータル・ページポータル・ページポータル・ページポータル・ページ

1.1.3 ワイヤレス・デバイス向けのサポートワイヤレス・デバイス向けのサポートワイヤレス・デバイス向けのサポートワイヤレス・デバイス向けのサポート
ブラウザ・クライアントの場合、レンダリングは HTML タグをベースにしており、使用できる
タグと属性の標準セットがあります。一方、ワイヤレス・クライアントの場合は、ワイヤレ
ス・デバイスに応じて、解釈可能なタグと属性のセットも、通信に使用するプロトコルも異な
ります。

ワイヤレス・クライアント向けのアプリケーションを容易に開発できるようにするため、
OracleAS のワイヤレス機能にはアダプタとトランスフォーマが備わっています。この機能を使
用すると、アプリケーションを 1 回作成すれば、任意のワイヤレス・デバイスからアプリケー
ションにアクセスできるようになります。この場合、プレゼンテーション・データを標準の
DTD（Document Type Definition）に基づいて XML で作成すると、実行中に、アダプタによっ
て XML がクライアントで認識可能なマークアップ言語に変換されます。

これによって、ブラウザとワイヤレス・デバイスの両方をサポートするアプリケーションを作
成できます。アプリケーションでは、リクエストがワイヤレス・クライアントから発信された
ものであるかをチェックして、そのリクエストに応じたレスポンス（HTML または XML）を
戻すことができます。この方法については、サンプル・アプリケーション 1 で説明します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 8 章「ワイヤレス・クライアントのサポート」
アプリケーションの作成 : 概要 1-3



サンプル・アプリケーション
図 1-2 に、アプリケーションが携帯電話で実行される様子を示します。

図図図図 1-2 携帯電話で実行されるアプリケーション携帯電話で実行されるアプリケーション携帯電話で実行されるアプリケーション携帯電話で実行されるアプリケーション

1.2 サンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーション
このマニュアルでは、3 つのサンプル・アプリケーションについて説明します。表 1-1 に、各ア
プリケーションに対応した操作、テクノロジおよび設計パターンを示します。

表表表表 1-1 サンプル・アプリケーションの比較サンプル・アプリケーションの比較サンプル・アプリケーションの比較サンプル・アプリケーションの比較

サンプル・サンプル・サンプル・サンプル・
アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション 1

サンプル・サンプル・サンプル・サンプル・
アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション 2

Web サービス・サービス・サービス・サービス・
クライアントのサンプル・クライアントのサンプル・クライアントのサンプル・クライアントのサンプル・
アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション

設計パターン モデル - ビュー - コントロー

ラ（MVC）

セッション・ファサード MVC

サポートされている操作 ユーザーは次の操作を実行
できます。

� 従業員 ID の入力および

データ（指定した従業
員の氏名、電話番号、
電子メール・アドレス、
給付項目など）の表示

� 従業員の給付項目の追
加

� 従業員の給付項目の削
除

ユーザーは Web サービスを

介して、次の操作を実行で
きます。

� すべての既存の給付項
目の表示

� 新しい給付項目の作成

� 全従業員数の表示

� 従業員 ID の入力および

指定した従業員の給付
項目の表示

� 給付項目 ID の入力およ

び特定の給付項目に登
録されている従業員数
の表示

このサンプル・アプリケー
ションは、クライアント・
アプリケーションです。
Web サービスを介して、サ

ンプル・アプリケーション 2
の操作を実行できます。
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データベース・スキーマ
1.3 データベース・スキーマデータベース・スキーマデータベース・スキーマデータベース・スキーマ
サンプル・アプリケーションでは、Oracle9i Database および OracleAS Metadata Repository で
用意されている HR スキーマを使用します。また、EMPLOYEES 表のほかに 2 つの表
（BENEFITSおよび EMPLOYEE_BENEFIT_ITEMS）をインストールして使用します。これらの
2 つの表は、HR スキーマのデフォルト表領域にインストールします。

図図図図 1-3 データベース・スキーマデータベース・スキーマデータベース・スキーマデータベース・スキーマ

テクノロジ � サーブレット

� JSP

� Bean 管理の永続性およ

びリモート・インタ
フェースを持つ EJB

� ポータル

� ワイヤレス・デバイス

� Web Cache

� EJB QL、コンテナ管理

の永続性、コンテナ管
理の関連性およびロー
カル・インタフェース
を持つ EJB 2.0

� Web サービス

� サーブレット

� JSP

� Web サービス

表表表表 1-2 HR スキーマの表スキーマの表スキーマの表スキーマの表

表表表表 説明説明説明説明

EMPLOYEES employee_id、first_name、last_name、phone、
email、department などのフィールドがありま

す。

BENEFITS benefit_id、benefit_name、benefit_description
などのフィールドがあります。

EMPLOYEE_BENEFIT_ITEMS 従業員と給付項目をマップします。この表には、
employee_id、benefit_id、election_date などの

フィールドがあります。1 人の従業員に、複数の

給付項目が対応している場合もあります。この
表は、従業員が現在選択している給付項目を更
新したときにアプリケーションによって更新さ
れます。

表表表表 1-1 サンプル・アプリケーションの比較（続き）サンプル・アプリケーションの比較（続き）サンプル・アプリケーションの比較（続き）サンプル・アプリケーションの比較（続き）

サンプル・サンプル・サンプル・サンプル・
アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション 1

サンプル・サンプル・サンプル・サンプル・
アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション 2

Web サービス・サービス・サービス・サービス・
クライアントのサンプル・クライアントのサンプル・クライアントのサンプル・クライアントのサンプル・
アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション
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開発手順
1.4 開発手順開発手順開発手順開発手順
これらすべてのテクノロジを利用してアプリケーションを設計および開発するのは大変な作業
です。ここでは、全体的な手順について簡単に説明します（詳細は、このマニュアルの後の章
で説明します）。

1. アプリケーションの要件を調べて把握します。

プレゼンテーション（クライアント）層の要件とビジネス・ロジック層の要件を区別して
ください。要件を層ごとに区別することで、アプリケーションをモジュール方式で設計で
きます。アプリケーションをモジュール化することによって、機能を明確に切り分けるこ
とができるようになるので、アプリケーションの他の部分に影響を及ぼすことなく、モ
ジュールを再利用、更新または置換できます。

2. ビジネス・ロジック層で、必要なオブジェクトおよびそれらのオブジェクトのインタ
フェースを特定します。

これによって、インタフェースに基づく設計の概略図が定まります。また、クライアント
層でオブジェクトのメソッドを起動する方法を決定します。

必要なオブジェクトを特定するときには、多くの実装方法の中から選ぶことができます。
たとえば、サーブレット、JavaBeans、Enterprise JavaBeans またはプレーンな Java クラス
を使用して、ビジネス・ロジックを実装できます。

3. クライアント層で、クライアントのプレゼンテーション・データを作成します。

プレゼンテーション・データによって、アプリケーションがユーザーにどのように表示さ
れるかが決まります。一般的に、プレゼンテーション・データの形式は HTML（ブラウザ
用）または XML（ワイヤレス・デバイス用）です。HTML または XML のタグは、静的
ファイル、JSP またはその他の Java クラスに基づきます。

JSP およびその他の Java クラスの場合、プレゼンテーション・データをプログラムによっ
て出力できます。JSP ファイルの場合には、ビジネス・ロジックを実装する Java オブジェ
クトに対してメソッドを起動するコマンドを埋め込みます。これにより、そのメソッドか
ら戻される値を表示できます。

4. ビジネス・ロジックを実装します。EJB、サーブレットまたはその他の Java クラスを使用
して実現できます。

5. 作成したアプリケーションをパッケージ、デプロイおよび実行します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 3-2 ページの「サンプル・アプリケーション 1 の要件」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 4 章「ビジネス・ロジックの実装」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 5 章「プレゼンテーション・ページの作成」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 4 章「ビジネス・ロジックの実装」
1-6　Oracle Application Server アプリケーション開発者ガイド



このマニュアルで取り扱っている範囲と取り扱っていない範囲
1.5 開発ツール開発ツール開発ツール開発ツール
OracleAS 用のアプリケーションを作成するときには、Emacs、vi などのテキスト・エディタを
使用するか、あるいは IDE（統合開発環境）を使用できます。

テキスト・エディタを使用する場合は、ファイルをコンパイルして、JAR および EAR ファイル
を作成するために、Java コンパイラ（たとえば、javac）、Java アーカイブ・ツール（たとえ
ば、jar）およびパッケージング・ツールなども必要になります。

IDE を使用する場合、前述したコンパイルなどの処理は自動的に実行されます。オラクル社で
は、Oracle JDeveloper という IDE を提供しています。Oracle JDeveloper は、開発ライフ・サ
イクルの各段階をサポートしています。Oracle JDeveloper には、UML モデリング / 生成ツー
ル、デバッグ・ツール、プロファイリング・ツールおよびチューニング・ツールが用意されて
います。

Oracle JDeveloper は OracleAS と緊密に統合されているため、Oracle JDeveloper から
OracleAS にアプリケーションをデプロイできます。

1.6 このマニュアルで取り扱っている範囲と取り扱っていない範囲このマニュアルで取り扱っている範囲と取り扱っていない範囲このマニュアルで取り扱っている範囲と取り扱っていない範囲このマニュアルで取り扱っている範囲と取り扱っていない範囲
このマニュアルでは、2 つのアプリケーション、クライアント（ブラウザおよびワイヤレス・
デバイス）およびデータベース・スキーマについて説明しています。アプリケーション設計の
背景にあるロジックについて説明しています。また、アプリケーションのデプロイおよび設定
の方法についても説明しています。

アプリケーションで使用する API の詳細については説明していません。

このマニュアルでは、読者がサーブレット、JSP、ポータル、Web サービス、ワイヤレス・デバ
イスの基本概念について理解しており、EJB の基本的な知識があることを前提としています。

Java 仕様の詳細は、次の Web サイトを参照してください。

http://java.sun.com

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Containers for J2EE ユーザーズ・ガ
イド』
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アプリケーションの設
2

アプリケーションの設計アプリケーションの設計アプリケーションの設計アプリケーションの設計

サンプル・アプリケーションの設計には、複数の方法があります。そのうちの 1 つに、ページ
を連鎖させる方法があります。この場合、ページ 1 がページ 2 をコールし、ページ 2 がページ
3 をコールする ... というようにしてページがつながっていきます。また、モデル - ビュー - コン
トローラ（MVC）の設計パターンを使用する方法もあります。セッション・ファサード設計パ
ターンを使用する方法もあります。

この章の項目は次のとおりです。

� 設計の目標

� ページの連鎖

� モデル - ビュー - コントローラ（MVC）の使用

注意注意注意注意 : セッション・ファサード設計パターンの詳細は、第 10 章「EJB 2.0 の
機能を使用するための EJB の更新」（10-1 ページ）を参照してください。
計 2-1



設計の目標
2.1 設計の目標設計の目標設計の目標設計の目標
アプリケーションを設計する際には、1 箇所に変更を加えることによって他の部分に及ぼす影
響を 小限に抑えること、または 1 箇所に変更を加えても他の部分に影響をまったく及ぼさな
いようにすることが望ましいといえます。それによって、次のことが可能になります。

� アプリケーションを再設計することなく、機能を追加できます。

� 新しいクライアント・タイプ（たとえば、ワイヤレス・デバイス）を追加できます。

� ビジネス・ロジックに及ぼす影響を 小限に抑えながら、クライアント・インタフェース
を変更できます。

� プレゼンテーション・データを変更することなく、ビジネス・ロジックを変更できます。

� アプリケーションに及ぼす影響を 小限に抑えながら、データベース・スキーマまたは
データ・ソースを変更できます。

� アプリケーション・パフォーマンスを 大化できます。

2.2 ページの連鎖ページの連鎖ページの連鎖ページの連鎖
ページの連鎖による設計では、アプリケーションのページは順次リンクされています。つまり、
ページ 1 にはページ 2 をコールするリンクがあり、ページ 2 にはページ 3 をコールするリンク
があります。以降のページについても同様です。次の図は、この連鎖を表したものです。

図図図図 2-1 ページの連鎖ページの連鎖ページの連鎖ページの連鎖

ページごとに、生成方法が異なっていてもかまいません。たとえば、ページ 1 はプレーンな
HTML ファイルで、ページ 2 はサーブレットによって生成し、ページ 3 は JSP によって生成す
るという設計も可能です。各ページの中には、リンクまたはフォーム要素（ユーザーがなんら
かの値を入力する必要がある場合）があり、これを使用して、ユーザーは次のページに進むこ
とができます。いずれの場合も、次のページへのリンクは各ページにハードコードされていま
す。

この設計のメリットは、簡単で理解しやすいことです。この設計は、規模が大きくなる可能性
またはページが変更される可能性が少ない、小規模のアプリケーションを管理する場合に適し
ています。

この設計のデメリットは、クライアントのリクエストを処理する中心的な場所がないこと、お
よびページ間の移動が困難であることです。ページがアプリケーションから移動、追加または
削除されると、あるページからコールされるコードを追跡して、それを別のページに移動した
り、あるページを別のページからコールできるようにするために依存関係を変更する必要があ
るため、アプリケーションのメンテナンスが困難になります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : HTML またはその他のマークアップ言語の生成の詳細は、第 5
章「プレゼンテーション・ページの作成」を参照してください。
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モデル - ビュー - コントローラ（MVC）の使用
2.3 モデルモデルモデルモデル - ビュービュービュービュー - コントローラ（コントローラ（コントローラ（コントローラ（MVC）の使用）の使用）の使用）の使用
アプリケーションのより望ましい設計方法は、モデル - ビュー - コントローラ
（Model-View-Controller: MVC）の設計パターンを使用することです。MVC により、アプリ
ケーションを次の 3 つの部分に分割することで、そのアプリケーションを拡張したり、モ
ジュール化することができるようになります。

� ビジネス・ロジック : データの検索および操作を実装します。

� ユーザー・インタフェース : アプリケーション・ユーザーに表示されるものを表します。

� コントローラ : リクエストを正しいオブジェクトにルーティングします。

MVC 設計パターンにより、アプリケーションをこれら 3 つの部分に分割することで、アプリ
ケーションの他の部分に支障を及ぼすことなく、1 つの部分を変更できます。これによって、
複数の開発者が、相互に支障を及ぼすことなく、アプリケーションの異なる部分で同時に作業
できます。各開発者は、個々の部分がアプリケーションで果たす役割を把握できます。たとえ
ば、ユーザー・インタフェース部分には、ビジネス・ロジックを処理するコードを含めること
はできません。逆の場合もまた同様です。

また、MVC を使用すると、アプリケーションをポートレットに変換したり、ワイヤレス・デバ
イスからアクセスできるようにすることも容易になります。

MVC の詳細は、次の Web サイトを参照してください。

http://java.sun.com/blueprints/patterns/MVC.html

MVC を使用するサンプル・アプリケーションを使用するサンプル・アプリケーションを使用するサンプル・アプリケーションを使用するサンプル・アプリケーション

サンプル・アプリケーション 1 および Web サービス・クライアントのサンプル・アプリケー
ションで MVC を使用します。サンプル・アプリケーション 2 では、セッション・ファサード
設計パターンを使用します。

サンプル・アプリケーション 1 での MVC の使用方法は、第 II 部「サンプル・アプリケーショ
ン 1」を参照してください。

Web サービス・クライアント・アプリケーションでの MVC の使用方法は、第 11 章「アプリ
ケーションでの Web サービスの有効化」を参照してください。

2.3.1 MVC のダイアグラムのダイアグラムのダイアグラムのダイアグラム
図 2-2 に MVC アプリケーションの全体的な構造を示します。MVC アプリケーションは、クラ
イアントからリクエストを受け取ると、次の手順でそのリクエストを処理します。

1. クライアントがリクエストを送信します。このリクエストはコントローラによって処理さ
れます。

2. コントローラは、リクエストで指定されているアクションを確認して、そのアクションの
クラスをチェックします。このクラスは、AbstractActionHandlerクラスのサブクラ
スになります。

3. コントローラは、クラスのインスタンスを作成して、そのインスタンスのメソッドを起動
します。

4. インスタンスによってリクエストが処理されます。通常の場合、リクエストは JSP ページ
に転送されます。

5. JSP ページでは、そのアクションに適した Enterprise JavaBeans のインスタンスを取得し、
アクションを実行するメソッドを起動します。

6. JSP ページで、メソッドからプレゼンテーション用に戻されたデータを抽出します。
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図図図図 2-2 アプリケーションのアーキテクチャアプリケーションのアーキテクチャアプリケーションのアーキテクチャアプリケーションのアーキテクチャ

2.3.2 コントローラコントローラコントローラコントローラ
コントローラは、クライアントからのリクエストを 初に受け取るアプリケーションのオブ
ジェクトです。アプリケーションのどのページのリクエストもすべて、 初にコントローラを
通過します。

コントローラでは、リクエストを処理するために、それぞれのリクエストのタイプをクラスに
マップします。たとえば、サンプル・アプリケーション 1 には次のようなマッピングがありま
す。

アクションは、コントローラに渡される問合せ文字列パラメータです。コントローラはリクエ
ストを受け取ると、actionパラメータの値をチェックして、リクエストのクラスを確認しま
す。それから、クラスのインスタンスを作成して、リクエストをそのインスタンスに送信しま
す。

表表表表 2-1 サンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーション 1 のコントローラにおけるマッピングのコントローラにおけるマッピングのコントローラにおけるマッピングのコントローラにおけるマッピング

アクションアクションアクションアクション クラスクラスクラスクラス

queryEmployee empbft.mvc.handler.QueryEmployee

addBenefitToEmployee empbft.mvc.handler.AddBenefitToEmployee

removeBenefitFromEmployee empbft.mvc.handler.RemoveBenefitFromEmploy
ee
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モデル - ビュー - コントローラ（MVC）の使用
アプリケーションの作成時には、コントローラ・コード自体でマッピングをハードコードした
り、データベースまたは XML ファイルからマッピング情報が読み取られるようにコントロー
ラを設定することができます。データベースまたは XML ファイルを使用する方が、柔軟性が
高くなります。

サンプル・アプリケーション 1 では、マッピングはハードコードされます。

（Web サービスを介して、サンプル・アプリケーション 2 での操作を実行する）Web サービス・
クライアント・アプリケーションでは、マッピングはコントローラ・サーブレットの初期化パ
ラメータとして指定されます。サンプル・アプリケーション 2 では、MVC 設計パターンは使用
しません。

コントローラをアプリケーションにおける 初の接続ポイントとして使用することで、アプリ
ケーションに機能を追加しやすくなります。新しい機能を実装する場合に必要な作業は、マッ
ピングを追加して、新しいクラスを作成することだけです。

サンプル・アプリケーションでは、コントローラ・オブジェクトとしてサーブレットを使用し
ます。アプリケーションの各ページには、このサーブレットへのリンクを設定します。

ページの連鎖による設計の場合は、他のページをコールしているページを追跡する必要がある
ため、ページの追加や削除が大変な作業になることもあります。一方、コントローラを使用す
ると、このようなページを連鎖させる作業から解放されます。

2.3.3 モデル（ビジネス・ロジック）モデル（ビジネス・ロジック）モデル（ビジネス・ロジック）モデル（ビジネス・ロジック）
モデルは、ビジネス・ロジックを実装するオブジェクトを表します。このオブジェクトによっ
てクライアント・データが処理され、レスポンスが戻されます。モデルには、データベースか
ら取得したデータも含まれます。モデル内のオブジェクトには、Enterprise JavaBeans、
JavaBeans および通常の Java クラスを含めることができます。モデル内のオブジェクトは、
ビューおよびコントローラによって起動されます。

コントローラによってリクエストが読み込まれた後、モデル内のオブジェクトによって、その
リクエストを処理する実際のすべての作業が実行されます。たとえば、問合せ文字列から値を
抽出してリクエストが有効であるかを確認する作業、クライアントを認証する作業、トランザ
クションを開始する作業、データベースに問い合せる作業が実行されます。サンプル・アプリ
ケーション 1 では、EmployeeManager Session Bean から Employee Entity Bean をコールす
ることによって、データベースに問い合せて従業員の情報を取得します。

プレゼンテーション・データは、ビジネス・ロジックに含めてしまう場合がありますが、プレ
ゼンテーション・データを分離して専用のファイルに入れる方がよい方法といえます。たとえ
ば、プレゼンテーション・データを JSP ファイルに書き込むことで、そのファイルで HTML
マークアップを編集したり、モデル・コードを変更することなくデータのフォーマットを変更
することができます。それに応じて、ページのデータのフォーマットを設定できます。JSP
ファイルでは、メソッドがデータを取得する方法は指定しません。

データベース・アクセスデータベース・アクセスデータベース・アクセスデータベース・アクセス

通常の場合、データベース内のデータの読取りと更新は、モデル内のオブジェクトによって実
行されます。Enterprise JavaBeans オブジェクトを使用してデータベースにアクセスしている場
合は、次の方法を選択できます。

� Bean 管理の永続性（BMP）を持つ Entity Bean の使用。BMP Entity Bean を使用する場合
は、データベースのデータの読取りと更新のためにコードを書き込む必要があります。

� コンテナ管理の永続性（CMP）を持つ Entity Bean の使用。CMP Entity Bean を使用する場
合は、デプロイメント・ディスクリプタで Bean を構成します。

BMP Entity Bean: アプリケーションのデータベース・アクセス部分を BMP Entity Bean から分
離する場合は、DAO（データ・アクセス・オブジェクト）を使用するようにしてください。
BMP Entity Bean は、DAO クラスでメソッドを起動してデータベースにアクセスします。そう
することで、データベースに送信する SQL 文を独立させることができます。

DAO を使用すると、データ・ソースの変更において柔軟性が得られます。データベースを更新
する場合（たとえば、データベースの表の名前や構造を変更する場合）、アプリケーションの他
の部分を変更することなく、データ・アクセス・オブジェクトで SQL 文を更新できます。
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モデル - ビュー - コントローラ（MVC）の使用
サンプル・アプリケーション 1 では、BMP Entity Bean および DAO を使用します。DAO に
よって、データベースへの接続が設定され、必要な SQL 文がデータベースに対して実行され、
該当するデータが戻されます。

クリーンなモデルの作成方法の詳細は、Sun 社の Web サイトの Java BluePrints ページおよび
Design Patterns Catalog ページを参照してください。

http://java.sun.com/blueprints
http://java.sun.com/blueprints/patterns/catalog.html

CMP Entity Bean:  EJB コンテナでデータベース・アクセスを管理する場合は、CMP Entity 
Bean を使用できます。デプロイメント・ディスクリプタ・ファイルを使用して、データベース
内の表に Entity Bean をマップします。コンテナは、Entity Bean のフィールドを表内の列に対
応付けます。

デプロイメント・ディスクリプタ・ファイルでは、Entity Bean 間のコンテナ管理の関連性
（CMR）を定義することもできます。CMR を使用すると、他の Entity Bean のデータに基づい
た、特定の Entity Bean のデータを取得できます。

サンプル・アプリケーション 2 では、CMP Entity Bean および CMR を使用します。

2.3.4 ビュービュービュービュー
ビューには、HTML タグなどのプレゼンテーション・データおよびモデルから戻されたビジネ
ス・データが含まれます。プレゼンテーション・データおよびビジネス・データは、リクエス
トに対するレスポンスとして、クライアントに送信されます。HTML タグには、一般的に、
データ、ユーザーが対話に使用するフォーム要素（テキスト・フィールド、ボタンなど）、およ
び他のプレゼンテーション要素があります。

プレゼンテーション・データおよびビジネス・データは、異なるソースから取得します。ビジ
ネス・データはモデルから取得し、プレゼンテーション・データは JSP ファイルから取得しま
す。このように、プレゼンテーション・データとビジネス・データは切り離しておきます。

ビジネス・データとプレゼンテーション・データのコーディングを別々に行うことで、別のク
ライアント・タイプをサポートできるようにアプリケーションを拡張することが容易になると
いう利点が得られます。たとえば、ワイヤレス・デバイスをサポートできるように、アプリ
ケーションを拡張する必要がある場合があります。ワイヤレス・デバイスでは、その端末に応
じて、WML またはその他のマークアップ言語を読み取ります。プレゼンテーション・データ
をビジネス・ロジックに埋め込んでいると、どのタグがどのクライアント・タイプのものであ
るかを追跡するのが困難になります。プレゼンテーション・データとビジネス・データを切り
離しておくと、同じビジネス・オブジェクトを新しいプレゼンテーション・データで再利用で
きます。

また、アプリケーションの新規クライアントの中には、データをグラフィカルに表示しないも
のもあります。このような場合、表示タグを取得する必要はありません。どのような方法で
あっても、処理できる結果を取得できればよいことになります。

プレゼンテーション・データ用のファイルには、アプリケーションのモデル側のオブジェクト
を起動するコード以外には、ビジネス・ロジック・コードを含めないでください。それによっ
て、クライアント・コードを変更することなく、ビジネス・ロジックおよびデータベース・ス
キーマの実装を変更できます。

サンプル・アプリケーションでのクライアント・タイプには、ブラウザ、各種のワイヤレス・
デバイス、非 Web クライアント（たとえば、他のアプリケーション）、SOAP クライアントな
どがあります。ビューを変更するだけで、クライアントを追加したり、クライアントに対する
データの表示方法を変更することができます。データには、HTML、WML またはその他の
マークアップ言語を使用できます。

サンプル・アプリケーションでは、すべてのプレゼンテーション・コードを JSP ファイルに含
めます。この JSP ファイルによって、リクエストを処理する EJB およびサーブレットをコール
します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 10 章「EJB 2.0 の機能を使用するための EJB の更新」（10-1
ページ）
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第第第第 II 部部部部

サンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーション 1

第 II 部では、サンプル・アプリケーション 1 について説明します。この部は、次の章で構成さ
れています。

� 第 3 章「サンプル・アプリケーション 1: 要件および画面例」

� 第 4 章「ビジネス・ロジックの実装」

� 第 5 章「プレゼンテーション・ページの作成」

� 第 6 章「クライアントとビジネス・ロジック・オブジェクト間のフローの追跡」

� 第 7 章「アプリケーションでの OracleAS Web Cache の構成」

� 第 8 章「ワイヤレス・クライアントのサポート」

� 第 9 章「ポータル・フレームワークでの実行」





サンプル・アプリケーション 1: 要件および画面
3

サンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーション 1:

要件および画面例要件および画面例要件および画面例要件および画面例

この章では、サンプル・アプリケーション 1 の要件および画面例について説明します。

この章の項目は次のとおりです。

� サンプル・アプリケーション 1 の要件

� サンプル・アプリケーション 1 の画面例
例 3-1



サンプル・アプリケーション 1 の要件
3.1 サンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーション 1 の要件の要件の要件の要件
アプリケーションを使用すると、ユーザーは、従業員情報（氏名、電子メール・アドレス、電
話番号など）を表示したり、給付項目を追加および削除することができます。一般的には、ア
プリケーションのユーザーは、社内にいる他の従業員の給付を管理する従業員になります。

サンプル・アプリケーションには、次のような機能的要件があります。

� EMPLOYEES、EMPLOYEE_BENEFIT_ITEMS、BENEFITSの各表から取得したデータを従業
員情報ページ（図 3-1）に表示すること。

� ユーザーが給付項目を追加できること。

� ユーザーが給付項目を削除できること。

その他の要件

� アプリケーションをポータル内で実行できること。

アプリケーションのクライアント

� Web ブラウザ

� ワイヤレス・クライアント（携帯電話および PDA）

3.2 サンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーション 1 の画面例の画面例の画面例の画面例
ユーザーがアプリケーションを起動すると、 初のページで、従業員 ID を入力するように要求
されます。

ユーザーが「Query Employee」ボタンをクリックすると、アプリケーションは、指定された従
業員 ID を探すためにデータベースに問い合せます。指定された従業員 ID が見つかった場合に
は、その従業員の情報が表示されます。その従業員が現在選択している給付項目も表示されま
す。この画面を図 3-1 に示します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 表の詳細は、1-5 ページの「データベース・スキーマ」を参照し
てください。
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サンプル・アプリケーション 1 の画面例
図図図図 3-1 ID 入力ページおよび従業員情報ページ入力ページおよび従業員情報ページ入力ページおよび従業員情報ページ入力ページおよび従業員情報ページ

指定された従業員 ID がどの従業員とも一致しない場合は、図 3-2 のエラー・ページが表示され
ます。

図図図図 3-2 エラー・ページエラー・ページエラー・ページエラー・ページ
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サンプル・アプリケーション 1 の画面例
従業員情報ページで、ユーザーが給付項目を追加または削除するには、「Add benefits to the 
employee」リンクまたは「Remove benefits from the employee」リンクを選択します。する
と、給付項目の追加ページまたは給付項目の削除ページが表示されます。ユーザーは、追加ま
たは削除する給付項目を選択した後、「Add Selected Benefits」ボタンまたは「Remove Selected 
Benefits」ボタンをクリックします。処理が正常に実行されると、正常終了ページが表示されま
す。更新後の給付項目を表示するには、「Query the same employee」リンクをクリックします。
この画面を図 3-3 に示します。

図図図図 3-3 給付項目の追加ページ、給付項目の削除ページおよび正常終了ページ給付項目の追加ページ、給付項目の削除ページおよび正常終了ページ給付項目の追加ページ、給付項目の削除ページおよび正常終了ページ給付項目の追加ページ、給付項目の削除ページおよび正常終了ページ

注意注意注意注意 : ワイヤレス・デバイスで実行されているアプリケーションの画面例
は、第 8 章「ワイヤレス・クライアントのサポート」を参照してください。
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ビジネス・ロジックの実
4

ビジネス・ロジックの実装ビジネス・ロジックの実装ビジネス・ロジックの実装ビジネス・ロジックの実装

前の章では、サンプル・アプリケーション 1 が MVC（Model-View-Controller）設計パターン
に基づいていることを説明しました。この章では、アプリケーション内のモデル（Model）お
よびコントローラ（Controller）について説明します。ビュー（View）については、第 5 章

「プレゼンテーション・ページの作成」で説明します。

サンプル・アプリケーション 1 のビジネス・ロジックは、特定の従業員についての従業員情報
の表示、給付項目の追加、および給付項目の削除で構成されます（「サンプル・アプリケーショ
ン 1 の要件」を参照）。

このアプリケーションのデータベース・スキーマを復習しておくと、この章の内容を理解する
ために役立ちます。「データベース・スキーマ」を参照してください。

� サンプル・アプリケーション 1 で必要なオブジェクト

� 考慮すべきその他のオプション

� コントローラ

� アクション・ハンドラ

� 従業員データ（Entity Bean）

� 給付データ（ステートレス Session Bean）

� EmployeeManager（ステートレス Session Bean）

� ユーティリティ・クラス
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サンプル・アプリケーション 1 で必要なオブジェクト
4.1 サンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーション 1 で必要なオブジェクトで必要なオブジェクトで必要なオブジェクトで必要なオブジェクト
JSP ページにはプレゼンテーション・データが含まれています。また、JSP ページによって、特
定の処理（従業員情報の問合せ、給付項目の追加および給付項目の削除）を実行するためのビ
ジネス・ロジック・オブジェクトが起動されます。これらのオブジェクトとして、プレーンな
Java クラスまたは EJB オブジェクトを使用できます。

サンプル・アプリケーション 1 では、今後ユーザーに追加の機能を提供する予定であるため、
EJB を使用します。EJB コンテナは、アプリケーションが必要とするサービスを提供します。

サンプル・アプリケーション 1 では、次の EJB が必要です。

� 従業員データを管理するためのオブジェクト

アプリケーションでは、データベースに問い合せて、取得したデータを表示する必要があ
ります。この場合、Entity Bean を使用します。

� マスター給付データを格納するためのオブジェクト

アプリケーションでは、このオブジェクトを使用して、ユーザーに割り当てられていない
給付項目をチェックします。

� Employee Entity Bean を管理するための Session Bean

� データ・アクセス・オブジェクト（DAO）

DAO は、データ・ソースへの接続に使用します。EJB からデータ・ソースには直接接続し
ません。

� Controller オブジェクトおよび ActionHandlerオブジェクト

これらは、アプリケーションの MVC 設計パターンを実装するために必要なオブジェクト
です。

� ユーティリティ・オブジェクト

アプリケーションでは、ユーティリティ・オブジェクトを使用して、特定のタスクを実行
します。デバッグ・メッセージを出力するクラス、アプリケーションの他のクラスで使用
される定数を定義するクラスなどがあります。

4.2 考慮すべきその他のオプション考慮すべきその他のオプション考慮すべきその他のオプション考慮すべきその他のオプション
アプリケーションでは、EJB をまったく使用せずに、プレーンな Java クラスを使用してデータ
を保持することもできます。しかし、アプリケーションの規模が大きくなって機能が増えた場
合には、EJB を使用する方が便利です。その理由は、EJB の構成要素であるコンテナによって、
永続性やトランザクションなどのサービスを提供できるからです。

EJB を使用することの利点として、EJB 標準に慣れている開発者が多いこともあげられます。自
社開発の独自のシステムを開発者が習得するには時間がかかるものです。

EJB、サーブレットおよび通常の Java オブジェクトの中から、目的にかなうオブジェクトを選
び出すためのガイドラインを次に示します。

4.2.1 EJB の使用が適している場合の使用が適している場合の使用が適している場合の使用が適している場合
次の場合には、EJB の使用が適しています。

� 複雑なビジネス・ロジックをモデリングする必要がある場合。

� ビジネス・オブジェクト間の複雑な関係をモデリングする必要がある場合。

� JSP、サーブレットなど、異なるクライアント・タイプからコンポーネントにアクセスする
必要がある場合。

� J2EE サービスが必要な場合。
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コントローラ
4.2.2 サーブレットの使用が適している場合サーブレットの使用が適している場合サーブレットの使用が適している場合サーブレットの使用が適している場合
次の場合には、サーブレットの使用が適しています。

� 状態を維持する必要があるが、J2EE サービスを必要としない場合（HttpSessionオブ
ジェクト）。

� サーブレット・インスタンスを個々のクライアントに専用のものとする必要がない場合。
数千人の同時ユーザーを対象とする大規模な配布では、クライアントごとに 1 つのステー
トフル Session Bean インスタンスを保持すると、ボトルネックになる場合があります。
サーブレットを使用すると、軽量の代替方法が得られます。

� 1 つの HTTP リクエスト内のビジネス・プロセスの状態を一時的に保存する必要があり、そ
のリクエストに複数の Bean が含まれる場合。

4.2.3 通常の通常の通常の通常の Java オブジェクトの使用が適している場合オブジェクトの使用が適している場合オブジェクトの使用が適している場合オブジェクトの使用が適している場合
次の場合には、Java オブジェクトの使用が適しています。

� トランザクション、セキュリティ、永続性、リソース・プーリングなど、組込みの Web
サービスおよび EJB サービスを必要としない場合。

� EJB で使用できない次のような機能を必要とする場合。

� java.ioパッケージによるローカル・ディスクへのアクセス

� スレッドの作成

� synchronizedキーワードの使用

� java.awtパッケージまたは javax.swingパッケージの使用

� ソケットのリスニングまたはソケット・サーバーの作成

� ソケット・ファクトリの変更

� ネイティブ・ライブラリ（JNI）の使用

� 静的変数の読取りまたは書込み

4.3 コントローラコントローラコントローラコントローラ
コントローラ・サーブレットは、リクエストを 初に処理するアプリケーションのオブジェク
トです。コントローラには、アクションとクラスのマッピングが保持されます。ここで実行さ
れる処理は、リクエストを対応するクラスにルーティングすることのみです。

マッピングは、サーブレットの initメソッドにより定義されています。このサンプルでは、
アプリケーションは、マッピングをファイルにハードコードしています。マッピング情報を
データベースまたはファイルから取得する方が、柔軟性は高くなります。

コントローラはリクエストを受け取ると、doGetメソッドまたは doPostメソッドを実行しま
す。いずれのメソッドも processメソッドをコールします。processメソッドは、action
パラメータの値をチェックして、対応するクラスをコールします。

package empbft.mvc;

import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import java.io.*;
import java.util.HashMap;
import empbft.util.*;

/** MVC Controller servlet
*/
public class Controller extends HttpServlet
{
  /* Private static String here, not String creation out of the execution
     path and hence help to improve performance. */
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  private static final String CONTENT_TYPE = "text/html";

  /** Hashtable of registered ActionHandler object. */
  private HashMap m_actionHandlers = new HashMap();

  /** ActionHandlerFactory, responsible for instantiating ActionHandlers.  */
  private ActionHandlerFactory m_ahf = ActionHandlerFactory.getInstance();

  /** Servlet Initialization method.
      @param - ServletConfig
      @throws - ServletException
  */

  public void init(ServletConfig config) throws ServletException
  {
    super.init(config);
    //Register ActionHandlers in Hashtable, Action name, implementation String
    //This really ought to come from a configuration file or database etc....
    this.m_actionHandlers.put(SessionHelper.ACTION_QUERY_EMPLOYEE, 
      "empbft.mvc.handler.QueryEmployee");
    this.m_actionHandlers.put(SessionHelper.ACTION_ADD_BENEFIT_TO_EMPLOYEE, 
      "empbft.mvc.handler.AddBenefitToEmployee");
    this.m_actionHandlers.put(SessionHelper.ACTION_REMOVE_BENEFIT_FROM_EMPLOYEE, 
      "empbft.mvc.handler.RemoveBenefitFromEmployee");
  }

  /** doGet. Handle an MVC request. This method expects a parameter "action"
      http://localhost/MVC/Controller?action=dosomething&
                                   aparam=data&anotherparam=moredata
      @param - HttpServletRequest request,
      @param - HttpServletResponse response,
  */
  public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException
  {
    process(request, response);
  }

  /** doPost. Handle an MVC request. This method expects a parameter "action"
      http://localhost/MVC/Controller?action=dosomething&
                                   aparam=data&anotherparam=moredata
      @param - HttpServletRequest request,
      @param - HttpServletResponse response,
  */
  public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException
  {
    process(request, response);
  }

  private void process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  {
    try
    {
      //Get the action from the request parameter
      String l_action = request.getParameter(SessionHelper.ACTION_PARAMETER);

      //Find the implemenation for this action
      if (l_action == null) l_action = SessionHelper.ACTION_QUERY_EMPLOYEE;
      String l_actionImpl = (String) this.m_actionHandlers.get(l_action);
      if (l_actionImpl == null) {
        throw new Exception("Action not supported.");
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      }
      ActionHandler l_handler = this.m_ahf.createActionHandler(l_actionImpl);
      l_handler.performAction(request,response);
    }
    catch(Exception e)
    {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

4.4 アクション・ハンドラアクション・ハンドラアクション・ハンドラアクション・ハンドラ
コントローラ・サーブレットの processメソッドは、リクエストにマップされたクラスを
チェックし、ActionHandlerFactoryクラスの createActionHandlerをコールして、
マップされたクラスのインスタンスをインスタンス化します。

アプリケーションでは、3 つのアクションを 3 つのクラスにマップします。これらのクラスは、
ActionHandlerインタフェースを実装する AbstractActionHandler抽象クラスのサブク
ラスになります。また、performActionメソッドを実装する必要があります。図 4-1 にこれ
らのクラスの関係を示します。

performActionメソッドは、リクエストがブラウザまたはワイヤレス・デバイスのいずれか
ら発信されたものであるかをチェックして、リクエストを適切な JSP ファイルに転送します。
その JSP ファイルから、ブラウザの場合には HTML が戻され、ワイヤレス・デバイスの場合に
は XML が戻されます。たとえば、ブラウザからのリクエストの場合、QueryEmployee.java
の performActionメソッドはリクエストを queryEmployee.jspファイルに転送します。
ワイヤレス・デバイスからのリクエストの場合、このメソッドはリクエストを
queryEmployeeWireless.jspファイルに転送します。

図図図図 4-1 アクション・ハンドラアクション・ハンドラアクション・ハンドラアクション・ハンドラ
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4.5 従業員データ（従業員データ（従業員データ（従業員データ（Entity Bean））））
従業員データは、Employee Entity Bean にマップされます。Bean のホーム・インタフェース
またはリモート・インタフェースによって、従業員データを取得するメソッド、給付項目を追
加するメソッド、および給付項目を削除するメソッドを宣言します。

Bean の各インスタンスは各従業員のデータを表します。これらのインスタンスはクライアント
間で共有できます。EJB コンテナでは、Entity Bean をインスタンス化して、Bean にアクセスす
るリクエストを待機します。EJB コンテナでは、Bean インスタンスを共有し、それらが必要に
なる前にインスタンス化しておくことで、インスタンスをより効率よく使用し、より高いパ
フォーマンスを提供できます。これは、多数のクライアントを持つアプリケーションにとって
は重要なことです。

employees 表が非常に大きい場合は、Entity Bean の有効性が低下します。その理由は、アプリ
ケーションで多数の細かなオブジェクトを使用することになるためです。

Employee Bean は従業員データをタイプ EmployeeModelの m_empと呼ばれるメンバー変数
に内部的に格納します。このクラスには、個々のデータ項目（電子メール・アドレス、職種
ID、電話番号など）を取得するためのメソッドがあります。

図図図図 4-2 Employee のクラスのクラスのクラスのクラス

図図図図 4-3 EmployeeModel クラスクラスクラスクラス
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4.5.1 ホーム・インタフェースホーム・インタフェースホーム・インタフェースホーム・インタフェース
Employee Entity Bean には、次のホーム・インタフェースがあります。

package empbft.component.employee.ejb;
import java.rmi.RemoteException;
import javax.ejb.*;

public interface EmployeeHome extends EJBHome
{
  public Employee findByPrimaryKey(int employeeID)
    throws RemoteException, FinderException;
}

findByPrimaryKeyメソッドはすべての Entity Bean に必要なメソッドです。このメソッドに
よって、クライアントは Employeeオブジェクトを検索できます。このメソッドは、従業員 ID
を主キーとして取ります。findByPrimaryKeyメソッドは、EmployeeBeanクラスに
ejbFindByPrimaryKeyとして実装されます。Employeeオブジェクトを検索するときには、
データ・アクセス・オブジェクト（DAO）を使用してデータベースに接続し、従業員 ID を
キーにして問合せ処理を実行します。

4.5.2 リモート・インタフェースリモート・インタフェースリモート・インタフェースリモート・インタフェース
Employee Bean のリモート・インタフェースによって、ビジネス・ロジック処理を実行するメ
ソッドを宣言します。

package empbft.component.employee.ejb;
import java.rmi.RemoteException;
import javax.ejb.EJBObject;
import empbft.component.employee.helper.*;

public interface Employee extends EJBObject
{
    public void addBenefits(int benefits[]) throws RemoteException;
    public void removeBenefits(int benefits[]) throws RemoteException;
    public EmployeeModel getDetails() throws RemoteException;
}

addBenefitsメソッドおよび removeBenefitsメソッドは、DAO を使用してデータベース
にアクセスし、必要な処理を実行します。

getDetailsメソッドは、EmployeeModelのインスタンスを戻します。このインスタンスに
は従業員情報が含まれます。問合せ処理時に、このメソッドをコールして、従業員データを取
得および表示します。JSP ページからは EmployeeManagerの getEmployeeDetailsメソッ
ドをコールします。そして、getEmployeeDetailsメソッドが getEmployeeメソッドを
コールします（図 4-4 を参照）。getEmployeeメソッドは Employeeオブジェクトを戻し、
EmployeeManagerはこの Employeeオブジェクトで getDetailsメソッドを起動します。
getDetailsメソッドは、EmployeeManagerに EmployeeModelオブジェクトを戻します。
EmployeeManagerは、それを JSP に戻します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : DAO の詳細は、4-12 ページの「EmployeeDAO のクラス」を参
照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 4-10 ページの「Employee Bean のデータ・アクセス・オブジェ
クト」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 問合せ処理の詳細は、6-2 ページの「従業員の問合せ処理」を参
照してください。
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図図図図 4-4 従業員の詳細情報の取得従業員の詳細情報の取得従業員の詳細情報の取得従業員の詳細情報の取得

4.5.3 永続性永続性永続性永続性
Employee Entity Bean では、コンテナ管理の永続性ではなく、Bean 管理の永続性（BMP）を
使用します。BMP の場合には、Bean が、データベース内のデータを更新するタイミングを制
御します。

4.5.4 load メソッドメソッドメソッドメソッド
Employee Entity Bean では、Bean 管理の永続性を使用する一方で、ejbLoadメソッドを実装
します。ejbLoadメソッドは（DAO を使用して）データベースへの問合せを実行し、データ
ベースから取得した新しいデータで Bean 内のデータを更新します。これによって、Bean 内の
データをデータベース内のデータと同期化できるようになります。

ejbLoadメソッドは、ユーザーが給付項目を追加または削除した後にコールされます。

// from EmployeeBean.java
public void ejbLoad() {
   try {
      if (m_dao == null)
          m_dao = new EmployeeDAOImpl();
      Integer id = (Integer)m_ctx.getPrimaryKey();
      this.m_emp = m_dao.load(id.intValue());
   } catch (Exception e) {
      throw new EJBException("¥nException in loading employee.¥n"
             + e.getMessage());
   }
}

関連項目関連項目関連項目関連項目 : コンテナ管理の永続性を使用する EJB の例は、第 10 章「EJB 2.0
の機能を使用するための EJB の更新」（10-1 ページ）を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : DAO の loadメソッドの説明は、4-11 ページの「load メソッ
ド」を参照してください。
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4.5.5 EmployeeModel クラスクラスクラスクラス
Employee Bean の実装では、EmployeeModelタイプの変数を使用します。EmployeeModel
には、従業員の氏名や職種 ID など、すべての従業員の詳細情報が含まれています。次に示す
コードは、EmployeeBeanのコードの一部です。ここでは、m_empがクラス変数として使用
されています。

public class EmployeeBean implements EntityBean
{
  private EmployeeModel m_emp;
  ...
}

EmployeeModelのコードの一部

public class EmployeeModel implements java.io.Serializable
{
  protected int m_id;
  protected Collection m_benefits;
  private String m_firstName;
  private String m_lastName;
  private String m_email;
  private String m_phoneNumber;
  private Date m_hireDate;
  private String m_jobId;
...
}

図図図図 4-5 Employee およびおよびおよびおよび EmployeeModel
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4.5.6 Employee Bean のデータ・アクセス・オブジェクトのデータ・アクセス・オブジェクトのデータ・アクセス・オブジェクトのデータ・アクセス・オブジェクト
データ・アクセス・オブジェクト（DAO）は、データベース（一般的には、データ・ソース）
と通信するアプリケーションの唯一のクラスです。アプリケーションの Entity Bean および
Session Bean は、データ・ソースとは通信しません。

ビジネス・ロジックをデータ・アクセス・ロジックと分離することで、データ・ソースを独立
して容易に変更できます。たとえば、データベース・スキーマまたはデータベース・ベンダー
が変更された場合、更新する必要があるものは DAO のみです。

DAO には、インタフェースおよび実装があります。EJB から DAO にアクセスするときには、
インタフェースで宣言されたメソッドを起動します。実装には、データ・ソースに固有のコー
ドが含まれています。

DAO の詳細は、次の Web サイトを参照してください。

http://java.sun.com/blueprints/patterns/DAO.html

4.5.6.1 インタフェースインタフェースインタフェースインタフェース
EmployeeDAOインタフェースでは、データ・ソースへのインタフェースを宣言します。アプ
リケーションの Entity Bean、Session Bean およびその他のオブジェクトはこれらのメソッドを
コールして、データ・ソースの処理を実行します。

package empbft.component.employee.dao;
import empbft.component.employee.helper.EmployeeModel;

public interface EmployeeDAO {
  public EmployeeModel load(int id) throws Exception;
  public Integer findByPrimaryKey(int id) throws Exception;
  public void addBenefits(int empId, int benefits[]) throws Exception;
  public void removeBenefits(int empId, int benefits[]) throws Exception;
}

4.5.6.2 実装実装実装実装
DAO の実装は EmployeeDAOImplクラスに対して行われます。EmployeeDAOImpl は、JDBC
を使用してデータベースに接続し、データベースに対して SQL 文を実行します。データ・ソー
スが変更された場合には、実装のみを更新する必要があります。インタフェースの更新は不要
です。

Employeeオブジェクトおよび Benefitオブジェクトは DAO のインスタンスを取得して、
DAO のメソッドを起動します。次の例は、Employee Bean の addBenefitsメソッドから、
DAO のメソッドを起動する方法を示しています。

// from EmployeeBean.java
public void addBenefits(int benefits[])
{
    try {
      if (m_dao == null) m_dao = new EmployeeDAOImpl();
      m_dao.addBenefits(m_emp.getId(), benefits);
      ejbLoad();
    } catch (Exception e) {
      throw new EJBException ("¥nData access exception in adding benefits.¥n"
        + e.getMessage());
    }
}

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 2-4 ページの図 2-2「アプリケーションのアーキテクチャ」
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EmployeeDAOImpl クラスの addBenefitsメソッドは、次のようになります。

public void addBenefits(int empId, int benefits[]) throws Exception
{
   String queryStr = null;
   PreparedStatement stmt = null;
   try {
      getDBConnection();
      for (int i = 0; i < benefits.length; i ++) {
         queryStr = "INSERT INTO EMPLOYEE_BENEFIT_ITEMS "
                 + " (EMPLOYEE_ID, BENEFIT_ID, ELECTION_DATE) "
                 + " VALUES (" + empId + ", " + benefits[i] + ", SYSDATE)";
         stmt = dbConnection.prepareStatement(queryStr);
         int resultCount = stmt.executeUpdate();
         if (resultCount != 1) {
            throw new Exception("Insert result count error:" + resultCount);
         }
      }
   } catch (SQLException se) {
      throw new Exception(
          "¥nSQL Exception while inserting employee benefits.¥n"
          + se.getMessage());
   } finally {
       closeStatement(stmt);
       closeConnection();
   }
}

EmployeeDAOImplのメソッドは、JDBC を使用してデータベースにアクセスします。別の実
装では、SQLJ などの異なるメカニズムを使用してデータ・ソースにアクセスする場合もありま
す。

4.5.6.3 load メソッドメソッドメソッドメソッド
Employee Bean は、給付項目を追加または削除した後に、EmployeeDAOImplの loadメソッ
ドをコールします。

// from EmployeeBean.java
public void addBenefits(int benefits[])
{
   try {
      if (m_dao == null)
         m_dao = new EmployeeDAOImpl();
      m_dao.addBenefits(m_emp.getId(), benefits);
      ejbLoad();
   } catch (Exception e) {
      throw new EJBException ("¥nData access exception in adding benefits.¥n"
          + e.getMessage());
   }
}

// also from EmployeeBean.java
public void ejbLoad()
{
   try {
      if (m_dao == null)
         m_dao = new EmployeeDAOImpl();
      Integer id = (Integer) m_ctx.getPrimaryKey();
      this.m_emp = m_dao.load(id.intValue());
   } catch (Exception e) {
      throw new EJBException("¥nException in loading employee.¥n"
          + e.getMessage());
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   }
}

Employee Bean の ejbLoadメソッドは、DAO オブジェクトの load を起動します。給付項目
を追加または削除した後に loadメソッドをコールすることで、アプリケーションでは、指定
した従業員についてデータベースと同じデータを Bean インスタンスに保持できるようになり
ます。

// from EmployeeDAOImpl.java
public EmployeeModel load(int id) throws Exception
{
   EmployeeModel details = selectEmployee(id);
   details.setBenefits(selectBenefitItem(id));
   return details;
}

EJB コンテナでは、findByPrimaryKeyメソッドを実行した後に、Employee Bean の
ejbLoadを自動的にコールすることに注意してください。

図図図図 4-6 EmployeeDAO のクラスのクラスのクラスのクラス

4.6 給付データ（ステートレス給付データ（ステートレス給付データ（ステートレス給付データ（ステートレス Session Bean））））
BenefitCatalogは、ステートレス Session Bean です。この Session Bean には、データベー
ス内の BENEFITS表にある各給付項目についての給付 ID、給付名、給付内容などのマスター給
付情報が含まれます。

アプリケーションでは、給付情報を Entity Bean オブジェクトに保存することもできますが、こ
こでは Session Bean を使用します。その理由は、マスター給付情報はアプリケーション内で変
更されないためです。Session Bean を使用して、EJB コンテナが Bean を作成するときにデータ
を 1 回のみ取得する方が効率的です。

給付情報は変更されないので、BenefitCatalog Bean では、データベースにアクセスするた
めのデータ・アクセス・オブジェクト（DAO）は必要ありません。Session Bean 自体がデータ
ベースと通信します。

Session Bean の各インスタンスには、すべての給付情報が含まれます。同時実行性とスケーラ
ビリティを高めるために、複数のインスタンスを作成してプーリングすることができます。ア
プリケーションで Entity Bean を使用して、1 つの給付項目を 1 つの Bean にマップした場合、
給付項目ごとに 1 つのインスタンスが必要になります。

この Session Bean はステートレスであるため、1 つの Bean を多くのクライアントで共有できま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-2 ページの「従業員の問合せ処理」
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図図図図 4-7 BenefitCatalog のクラスのクラスのクラスのクラス

4.6.1 ホーム・インタフェースホーム・インタフェースホーム・インタフェースホーム・インタフェース
BenefitCatalog Session Bean には、次のホーム・インタフェースがあります。

package empbft.component.benefit.ejb;
import java.rmi.RemoteException;
import javax.ejb.EJBHome;
import javax.ejb.CreateException;

public interface BenefitCatalogHome extends EJBHome
{
  public BenefitCatalog create() throws RemoteException, CreateException;
}

createメソッドは、BenefitCatalogBeanに ejbCreateとして実装されます。このメ
ソッドは、データベース内の BENEFITS表への問合せを実行し、給付項目のマスター・リスト
を取得します。戻されたデータ（給付 ID、給付名、給付内容）は、BenefitModelオブジェ
クトに保存されます。各レコード（すなわち、各給付項目）は、1 つの BenefitModelオブ
ジェクトに保存されます。

アプリケーションでは、給付データが必要になったときではなく、EJB コンテナが Bean を作成
するときに給付データを取得することで、パフォーマンスが向上します。その後、アプリケー
ションでは、データが必要になったときに Bean への問合せを実行できます。

4.6.2 リモート・インタフェースリモート・インタフェースリモート・インタフェースリモート・インタフェース
BenefitCatalog Session Bean には、次のリモート・インタフェースがあります。

package empbft.component.benefit.ejb;
import java.rmi.RemoteException;
import javax.ejb.EJBObject;
import java.util.Collection;

public interface BenefitCatalog extends EJBObject
{
  public Collection getBenefits() throws RemoteException;
  public void refresh() throws RemoteException;
}

ビジネス・ロジックの実装 4-13



給付データ（ステートレス Session Bean）
getBenefitsメソッドは、BenefitModels のコレクションを戻します。これは、すべての給付
項目のマスター・リストです。ユーザーの選択していない給付項目をアプリケーションで表示
する必要があるときに、このメソッドが EmployeeManager Bean によって
（getUnelectedBenefitItemsメソッドによって）コールされます。ユーザーの選択してい
る給付項目がマスター・リストと比較され、選択していない給付項目が表示されます。これに
よって、ユーザーは、このリストの中から追加する給付項目を選択できます。

4.6.3 給付項目の詳細情報給付項目の詳細情報給付項目の詳細情報給付項目の詳細情報
BenefitCatalog Bean には、BenefitModel のコレクションが含まれます。BenefitModel
クラスには、各給付項目の詳細情報（給付 ID、給付名および給付内容）が含まれます。

BenefitCatalog Bean には、Collection タイプの m_benefitsと呼ばれるクラス変数が含ま
れます。コレクションの中のデータは、BenefitModelタイプです。個々の BenefitModel
には給付項目に関する情報（給付 ID、給付名、給付内容など）が含まれます。BenefitItem
は、BenefitModelのサブクラスです。

図図図図 4-8 BenefitItem クラスおよびクラスおよびクラスおよびクラスおよび BenefitModel クラスクラスクラスクラス

JSP によって、BenefitModelのメソッドがコールされ、給付情報が表示されます。たとえば、
queryEmployee.jspによって getNameメソッドがコールされ、給付名が表示されます。

<%
    Collection benefits = emp.getBenefits();
    if (benefits == null || benefits.size() == 0) {
  %>
      <tr><td>None</td></tr>
  <%
    } else {
      Iterator it = benefits.iterator();
      while (it.hasNext()) {
        BenefitItem item = (BenefitItem)it.next();
  %>
        <tr><td><%=item.getName()%></td></tr>
  <%
      } // end of while
    } // end of if
  %>
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4.7 EmployeeManager（ステートレス（ステートレス（ステートレス（ステートレス Session Bean））））
EmployeeManagerは Employee Entity Bean へのアクセスを管理するためのステートレス
Session Bean です。EmployeeManagerは、JSP が直接アクセスできる唯一の Bean です。その
他の Bean（Employeeおよび BenefitCatalog）を JSP が直接起動することはありません。
これらの Bean のメソッドを起動する場合、JSP は EmployeeManagerを介して起動します。

一般的に、JSP では、Entity Bean のインスタンスを取得して、Entity Bean のメソッドを直接起
動することはありません。その場合、クライアントのセッション状態を管理して、複数の Bean
を処理するビジネス・ロジックを実装する中間 Bean が必要になります。このような中間 Bean
がないときには、JSP にビジネス・ロジックを作成する必要があります。その場合、JSP にビジ
ネス・ロジックを格納することはできません。JSP の唯一の機能は、データを表示することで
す。

この Bean には、クライアントに固有のデータは含まれないため、ステートレスとなります。

EmployeeManagerには、JSP によって起動され、ビジネス・ロジック処理を実行する（リ
モート・インタフェースで定義される）メソッドが含まれます。これらのメソッドによって、
Employee Bean および BenefitCatalog Bean のメソッドが起動されます。

例 :

addBenefitToEmployee.jsp内のコード

<%
  int empId = Integer.parseInt(request.getParameter(
                              SessionHelper.EMP_ID_PARAMETER));
  EmployeeManager mgr = SessionHelper.getEmployeeManager(request);
  Collection unelected = mgr.getUnelectedBenefitItems(empId);
  ...
%>

removeBenefitFromEmployee.jsp内のコード

<%
  int empId = Integer.parseInt(request.getParameter(
                        SessionHelper.EMP_ID_PARAMETER));
  EmployeeManager mgr = SessionHelper.getEmployeeManager(request);
  Collection elected = mgr.getEmployeeDetails(empId).getBenefits();
  ...
%>

表表表表 4-1 ビジネス・ロジック処理を実行するためのビジネス・ロジック処理を実行するためのビジネス・ロジック処理を実行するためのビジネス・ロジック処理を実行するための EmployeeManager のメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

処理処理処理処理 メソッドメソッドメソッドメソッド

従業員データの問合せおよび表示 getEmployeeDetails(empID)

給付項目の追加 getUnelectedBenefitItems(empID)

給付項目の削除 getEmployeeDetails(empID): このメソッドに

よって EmployeeModel が戻された後に、

EmployeeModel の getBenefits()を使用します。
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図図図図 4-9 EmployeeManager のクラスのクラスのクラスのクラス

4.7.1 ホーム・インタフェースホーム・インタフェースホーム・インタフェースホーム・インタフェース
EmployeeManagerには、次のホーム・インタフェースがあります。

package empbft.component.employee.ejb;

import java.rmi.RemoteException;
import javax.ejb.*;

public interface EmployeeManagerHome extends EJBHome
{
  public EmployeeManager create() throws RemoteException, CreateException;
}

createメソッドでは、なにも実行されません。

4.7.2 リモート・インタフェースリモート・インタフェースリモート・インタフェースリモート・インタフェース
EmployeeManagerには、次のリモート・インタフェースがあります。

package empbft.component.employee.ejb;
import java.rmi.RemoteException;
import javax.ejb.EJBObject;
import java.util.Collection;
import empbft.component.employee.helper.*;

public interface EmployeeManager extends EJBObject
{
  public Employee getEmployee(int id) throws RemoteException;
  public EmployeeModel getEmployeeDetails(int id) throws RemoteException;
  public Collection getUnelectedBenefitItems(int id) throws RemoteException;
}

EmployeeManagerの getUnelectedBenefitItemsは、BenefitCatalog Bean のメソッ
ドを起動して、JSP にコレクションを戻します。JSP はこのコレクションを繰り返し処理して、
コレクションの内容を表示します。
4-16　Oracle Application Server アプリケーション開発者ガイド



EmployeeManager（ステートレス Session Bean）
EmployeeManagerのメソッドから、非 Bean オブジェクトがアプリケーションに戻されるこ
ともあります。たとえば、queryEmployee.jspによって getEmployeeDetailsメソッド
が起動され、このメソッドから EmployeeModelが戻されます。これにより、JSP は
EmployeeModelのメソッドを起動して、従業員データを抽出できます。

// from queryEmployee.jsp
<%
   int id = Integer.parseInt(empId);
   EmployeeManager mgr = SessionHelper.getEmployeeManager(request);
   EmployeeModel emp = mgr.getEmployeeDetails(id);
   ...
%>
...
<table>
<tr><td>Employee ID: </td><td colspan=3><b><%=id%></b></td></tr>
<tr><td>First Name: </td><td><b><%=emp.getFirstName()%></b></td>
<td>Last Name: </td><td><b><%=emp.getLastName()%></b></td></tr>

同様に、removeBenefitFromEmployee.jspの場合には、この JSP ページによって、
getEmployeeDetailsメソッドがコールされ、EmployeeModelが取得されます。次に、
EmployeeModelの getBenefitsメソッドがコールされ、その従業員の給付項目のリストが
表示されます。これによって、ユーザーは、このリストの中から削除する給付項目を選択でき
ます。

// from removeBenefitFromEmployee.jsp
<%
  int empId = Integer.parseInt(request.getParameter(
                          SessionHelper.EMP_ID_PARAMETER));
  EmployeeManager mgr = SessionHelper.getEmployeeManager(request);
  Collection elected = mgr.getEmployeeDetails(empId).getBenefits();
  ...
%>
...
<h4>Select Elected Benefits</h4>
<%
   Iterator i = elected.iterator();
   while (i.hasNext()) {
      BenefitItem b = (BenefitItem) i.next();
%>
<input type=checkbox name=benefits value=<%=b.getId()%>><%=b.getName()%><br>
<%
   }   // end while
%>
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4.8 ユーティリティ・クラスユーティリティ・クラスユーティリティ・クラスユーティリティ・クラス
アプリケーションでは、次のユーティリティ・クラスを使用します。

� AppJNDINames: Bean およびクラスのロケーティングに使用する定数を定義します。

� Debug: OC4J を起動したウィンドウにメッセージを表示するメソッドを含みます。

� SessionHelper: 問合せ文字列のパラメータ名の識別に使用する定数を定義します。

図図図図 4-10 ユーティリティ・クラスユーティリティ・クラスユーティリティ・クラスユーティリティ・クラス
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プレゼンテーション・ページの作成プレゼンテーション・ページの作成プレゼンテーション・ページの作成プレゼンテーション・ページの作成

プレゼンテーション・ページには、ビジネス・ロジックから取得したデータおよびプレゼン
テーション要素が表示されます。プレゼンテーション・ページは、様々な方法によって作成で
きます。

この章の項目は次のとおりです。

� HTML ファイル

� サーブレット

� JSP
成 5-1
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5.1 HTML ファイルファイルファイルファイル
HTML ファイルを使用する方法は、静的ページにおいてのみ有効です。ページに動的データが
含まれている場合は、そのページをプログラムによって生成する必要があります。

5.2 サーブレットサーブレットサーブレットサーブレット
サーブレットを使用すると、ページをプログラムによって生成できます。サーブレットを使用
することで、ビジネス・ロジック・オブジェクトをコールしてデータを取得してから、プレゼ
ンテーション要素を追加してページを組み立てることができます。その後、完成したページを
クライアントに送信できます。

サーブレットからは、そのサーブレット自体のメソッドおよび他のオブジェクトのメソッドを
コールできます。サーブレットにより、JDBC または SQLJ を使用して、データベース内のデー
タを取得または更新できます。

サーブレットを使用する場合のデメリット

� プレゼンテーション要素がビジネス・ロジックとともに埋め込まれます。そのため、プレ
ゼンテーション・コードを変更する際に、ビジネス・ロジックも変更してしまわないよう
に注意する必要があります。また、プレゼンテーション・コードを編集する際には、
HTML のほかに Java の知識も必要になります。

� プレゼンテーション要素がビジネス・ロジックとともに埋め込まれるため、OracleAS で
は、サーブレットのプレゼンテーション要素を変更したときに、そのサーブレットを再コ
ンパイルする必要があります。

� サーブレットを使用してプレゼンテーション要素を生成する場合のもう 1 つの問題は、
printlnメソッドを頻繁に使用する必要があることです。これにより、コードが煩雑にな
ります。

サーブレットの使用は、ステート・マシンまたはコントローラを実装する場合に適しています。
ステート・マシンまたはコントローラはリクエストを受け取り、リクエストのパラメータに基
づいて判断し、クライアントに戻す 終的な表示ページを組み立てるために、リクエストを適
切な JSP にリダイレクトします。サンプル・アプリケーションでは、コントローラとしてサー
ブレットを使用します。

5.2.1 サーブレットの自動コンパイルサーブレットの自動コンパイルサーブレットの自動コンパイルサーブレットの自動コンパイル
サーブレットの更新におけるメリットは、OracleAS にサーブレットの自動コンパイル機能が備
わっていることです。コンパイルされていないサーブレット用の .java ファイルを $J2EE_
HOME/default-web-apps/WEB-INF/classesディレクトリに配置すると、OracleAS に
よって、ファイルが自動的にコンパイルされます。自動コンパイル機能を有効にするには、
orion-web-appタグの development属性を trueに設定します。このタグは、$J2EE_
HOME/home/config/global-web-application.xmlにあります。

<orion-web-app
        jsp-cache-directory="./persistence"
        servlet-webdir="/servlet"
        development="true"
>

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 4-3 ページの「コントローラ」と 『Oracle Application Server 
Containers for J2EE サーブレット開発者ガイド』
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5.2.2 例例例例
次に、サーブレットの doGetメソッドを使用して HTML データをクライアントに送信する場
合のコード例を示します。

public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
                               throws ServletException, IOException {
    // Set the content type of the response
    res.setContentType("text/plain");

    // Get a print writer stream to write output to the response
    PrintWriter out = res.getWriter();

    // Send HTML to the output stream
    out.println("<HTML><HEAD>");
    out.println("<TITLE>Employee Benefit Application</TITLE></HEAD>");
    out.println("<BODY>");
    out.println("<p>... more data here ...");
    // Close the HTML tags
    out.println("</BODY></HTML>");
}

5.2.3 例例例例 : EJB をコールする場合をコールする場合をコールする場合をコールする場合
次に、EJB オブジェクトをコールするサーブレットのコード例を示します。ここでは、サーブ
レットから EJB インスタンスのメソッドを起動してデータを取得する方法を示しています。こ
の場合、EJB インスタンスの getNameメソッドおよび getPriceメソッドをコールして、そ
の戻り値をプレゼンテーション・コードに埋め込んでいます。

import java.util.*;
import java.io.IOException;
import java.rmi.RemoteException;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.ejb.*;
import javax.naming.*;
import javax.rmi.PortableRemoteObject;

public class ProductServlet extends HttpServlet {
   ProductHome home;

   public void init() throws ServletException {
      try {
         Context context = new InitialContext();
         home = (ProductHome)PortableRemoteObject.
                         narrow(context.lookup("MyProduct"), ProductHome.class);
      }
      catch(NamingException e) {
         throw new ServletException("Error looking up home", e);
      }
   }

   public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
                     throws ServletException, IOException {
      response.setContentType("text/html");
      ServletOutputStream out = response.getOutputStream();
      try {
         Collection products = home.findAll();

         out.println("<html>");
         out.println("<head><title>My products</title></head>");
         out.println("<body>");
         out.println("<table border=¥"2¥">");
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         out.println("<tr><td><b>Name</b></td><td><b>Price</b></td></tr>");

         Iterator iterator = products.iterator();
         while (iterator.hasNext())
         {
            Product product = (Product)PortableRemoteObject.
                                     narrow(iterator.next(), Product.class);
            out.println("<tr><td>" + product.getName() + "</td><td>" +
                         product.getPrice() + "</td></tr>");
         }
         out.println("</table>");
         out.println("</body>");
         out.println("</html>");
      }
      catch(RemoteException e) {
         out.println("Error communicating with EJB-server: " + e.getMessage());
      }
      catch(FinderException e) {
         out.println("Error finding products: " + e.getMessage());
      }
      finally {
         out.close();
      }     // finally
   }     // doGet method
}

5.3 JSP
サーブレットの場合と同様に、JSP ファイルを使用すると、HTML タグを Java コマンドと組み
合せて使用することができます。JSP ファイルでは、サーブレットの場合に必要であった
println文を使用する必要はありません。通常の方法で HTML タグを作成し、JSP コマンド用
の特別なタグを追加します。

JSP を使用すると、サーブレットで実行可能なすべての処理を実行できます。たとえば、他の
クラスを起動して、データベースに接続し、データベース内のデータを取得または更新できま
す。

5.3.1 タグ・ライブラリタグ・ライブラリタグ・ライブラリタグ・ライブラリ
JSP を使用すると、タグ・ライブラリにカスタム・タグを定義することもできます。タグ・ラ
イブラリによって、カスタム・タグの動作を定義できます。その後、JSP からタグ・ライブラ
リにアクセスして、それらのカスタム・タグを使用できます。これにより、使用するすべての
JSP ファイルにわたってプレゼンテーションおよび動作を標準化することができます。

次に、カスタム・タグとタグ・ライブラリの使用方法の例を示します。カスタム・タグとタ
グ・ライブラリを使用すると、次のようなことが可能になります。

� 電子メールを送信できます。タグ・ライブラリによって、JavaMail API の詳細を意識する
必要はありません。

� Web サービスにアクセスできます。

� UltraSearch タグにアクセスできます。

� ファイルまたはデータベースからコンテンツをアップロードまたはダウンロードできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : JSP の詳細は、『Oracle Application Server Containers for J2EE 
JavaServer Pages 開発者ガイド』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : タグ・ライブラリの詳細は、『Oracle Application Server 
Containers for J2EE JSP タグ・ライブラリおよびユーティリティ・リファレン
ス』を参照してください。
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5.3.2 JSP の 小コーディングの 小コーディングの 小コーディングの 小コーディング
JSP では、必要な Java コードを使用できますが、そのファイルで JSP スクリプトレットおよび
HTML が混在している場合、ファイルの読取りとデバッグが困難になる場合があります。すべ
てのビジネス・ロジック・コードを JSP ファイルの外に配置すると、アプリケーションをより
クリーンに設計できます。使用しているファイル内の JSP スクリプトレットから Enterprise 
JavaBeans およびその他の Java クラスをコールして、ビジネス・ロジックを実行できます。す
ると、これらのオブジェクトによって、データまたは状態が JSP ファイルに戻されます。その
データを抽出し、HTML または XML を使用してデータを表示できます。

JSP からビジネス・ロジック・コードを除外することのもう 1 つのメリットは、Web ページ設
計者が Java に精通していなくても、JSP ページを操作できることです。設計者は実際のデータ
のプレースホルダを使用して、ページの外観を設計できます。開発者は、HTML を意識するこ
となく、他のファイルのビジネス・ロジックを同時に操作できます。

5.3.3 複数のクライアント・タイプ複数のクライアント・タイプ複数のクライアント・タイプ複数のクライアント・タイプ
異なるクライアント・タイプ（たとえば、ブラウザとワイヤレス・クライアント）をサポート
する必要がある場合、2 つのバージョンの JSP ファイルを使用して、1 つは HTML、もう 1 つ
は XML が戻されるように設定できます。ここで重要なことは、両方のファイルが、同じオブ
ジェクトに対して同じコールを行ってビジネス・ロジックを実行することです。これは、サン
プル・アプリケーションで行われていることです。

サンプル・アプリケーションでは、エラー条件のページも含めた、すべてのプレゼンテーショ
ン・コードが JSP ファイルに書き込まれていますが、ビジネス・ロジック・コードは含まれて
いません。アプリケーションでは、ブラウザ用に 1 つのファイル（たとえば、
addBenefitToEmployee.jsp）、そしてワイヤレス・クライアント用に同様のファイル（た
とえば、addBenefitToEmployeeWireless.jsp）を使用します。ワイヤレス・デバイス用
のファイルには、HTML ではなく XML が含まれます。
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クライアントとビジネス・ロジック・クライアントとビジネス・ロジック・クライアントとビジネス・ロジック・クライアントとビジネス・ロジック・

オブジェクト間のフローの追跡オブジェクト間のフローの追跡オブジェクト間のフローの追跡オブジェクト間のフローの追跡

ここまでの章では、JSP クライアント・ファイルとビジネス・ロジック・オブジェクトについ
て説明してきました。この章では、これらのオブジェクト間の相互作用、すなわち、JSP ファ
イルがオブジェクトにアクセスし、それらのオブジェクトからデータを取得する方法について
説明します。

この章の項目は次のとおりです。

� ビジネス層オブジェクトに対するクライアント・インタフェース

� 従業員の問合せ処理

� 給付項目の追加処理および削除処理

� 給付項目の追加処理

� 給付項目の削除処理
跡 6-1



ビジネス層オブジェクトに対するクライアント・インタフェース
6.1 ビジネス層オブジェクトに対するクライアント・インタビジネス層オブジェクトに対するクライアント・インタビジネス層オブジェクトに対するクライアント・インタビジネス層オブジェクトに対するクライアント・インタ
フェースフェースフェースフェース

ビジネス層オブジェクトのメソッドの中には、パブリックとして宣言されるものがありますが、
クライアント層オブジェクト（すなわち、JSP ファイル）は、これらのオブジェクトおよびメ
ソッドの一部にのみアクセスします。これらのメソッドは、他のビジネス層オブジェクトから
起動できるように、パブリックとして宣言されます。

JSP ファイルからは、Employee Bean または BenefitCatalog Bean のメソッドを直接起動し
ません。そのかわりに、JSP ファイルから EmployeeManager Bean のメソッドを起動して、そ
れらのメソッドから、Employeeオブジェクトまたは BenefitCatalogオブジェクトのメ
ソッドを起動します。EmployeeManagerクラスには、ビジネス・ロジック処理を実行するメ
ソッドがあります。

EmployeeManager Bean の参照を取得するには、JSP ファイルから、通常の Java クラスであ
る SessionHelperクラスを参照します。SessionHelperクラスには、
getEmployeeManagerという static メソッドが含まれ、このメソッドによって、
EmployeeManagerのインスタンスが戻されます。SessionHelperクラスによって、Session 
Bean がインスタンス化されて HttpSessionクラスの属性に格納されます。次に、例を示しま
す。

// from addBenefitToEmployee.jsp
<%
  int empId = Integer.parseInt(request.getParameter(
                             SessionHelper.EMP_ID_PARAMETER));
  EmployeeManager mgr = SessionHelper.getEmployeeManager(request);
  Collection unelected = mgr.getUnelectedBenefitItems(empId);
  ...
%>

6.2 従業員の問合せ処理従業員の問合せ処理従業員の問合せ処理従業員の問合せ処理
一般的に、ユーザーは外部ページのリンクを介してアプリケーションにアクセスします。リン
クの URL は、次のように表示されます。

http://<host>/empbft/controller?action=queryEmployee

ユーザーがアクセスすると、ID 入力ページ（図 3-1）が表示されます。

6.2.1 基本的な処理フロー基本的な処理フロー基本的な処理フロー基本的な処理フロー
図 6-1 は、問合せ処理のフローを図で示したものです。図中の番号は、図の後に説明している
手順の番号に対応しています。この図は、ブラウザからのリクエストのみを示しています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 4-15 ページの「EmployeeManager（ステートレス Session 
Bean）」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ワイヤレス・クライアントからのリクエストについては、8-10
ページの「問合せ処理」を参照してください。
6-2　Oracle Application Server アプリケーション開発者ガイド



従業員の問合せ処理
図図図図 6-1 問合せ処理問合せ処理問合せ処理問合せ処理

B1: アプリケーションへのリクエストは、コントローラ・サーブレットによって処理されます。

B2: actionパラメータの値は queryEmployeeです。したがって、コントローラは、
QueryEmployee クラスの performActionメソッドを起動します。

B3: リクエストは、performActionメソッドによって、queryEmployee.jspファイルに転
送されます。これによって、ID 入力ページ（図 3-1）が表示されます。

B4: ユーザーは従業員 ID を入力し、「Query Employee」ボタンをクリックします。リクエスト
には、actionパラメータと同じ値（queryEmployee）がまだ含まれますが、従業員 ID パラ
メータも含まれています。リクエストは、再び QueryEmployeeクラスによって処理されま
す。

B5: QueryEmployeeクラスの performActionメソッドおよび queryEmployee.jspファ
イルによって、ユーザーが入力した従業員 ID が有効であるかどうかが確認されます。

B6: 従業員 ID が有効な場合は、JSP ファイルを使用して、データベースへの問合せを実行し、
指定された従業員 ID のデータを取得します。

6.2.2 データベースへの問合せおよびデータの取得データベースへの問合せおよびデータの取得データベースへの問合せおよびデータの取得データベースへの問合せおよびデータの取得
従業員の詳細情報を取得するには、queryEmployee.jspを使用して、EmployeeManager
の getEmployeeDetails(employeeId)メソッドを起動します。このメソッドによって、従
業員のデータを含む EmployeeModelオブジェクトが戻されます。次に、JSP を使用して、
EmployeeModelオブジェクトから値を取得して、従業員データを表示します。

// from queryEmployee.jsp
<%
   ...
   int id = Integer.parseInt(empId);
   EmployeeManager mgr = SessionHelper.getEmployeeManager(request);
   EmployeeModel emp = mgr.getEmployeeDetails(id);
   ...
%>
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...
<h4>Employee Details</h4>
<table>
<tr><td>Employee ID: </td><td colspan=3><b><%=id%></b></td></tr>
<tr><td>First Name: </td><td><b><%=emp.getFirstName()%></b></td><td>Last Name: 
</td><td><b><%=emp.getLastName()%></b></td></tr>
<tr><td>Email: </td><td><b><%=emp.getEmail()%></b></td><td>Phone Number: 
</td><td><b><%=emp.getPhoneNumber()%></b></td></tr>
<tr><td>Hire Date: </td><td><b><%=emp.getHireDate().toString()%></b></td><td>Job: 
</td><td><b><%=emp.getJobId()%></b></td></tr>
</table>

EmployeeManagerの getEmployeeDetailsメソッドによって、次の処理が開始されます。

1. getEmployeeDetails メソッドは、getEmployeeをコールして、目的の従業員のインスタ
ンスを取得します。

2. getEmployeeは、Employeeクラスの findByPrimaryKeyを起動します。これによっ
て、EmployeeBeanの ejbFindByPrimaryKeyをコールします。

3. ejbFindByPrimaryKeyは、EmployeeDAOImplの findByPrimaryKeyをコールしま
す。すると、int 型が戻されます。

4. この int 型によって、EJB コンテナは、Employee ホーム・インタフェースで宣言したよう
に、findByPrimaryKeyから Employee Bean を戻すことができます。

5. Employeeクラスの findByPrimaryKeyは、特別なメソッドであることに注意してくだ
さい。このメソッドを起動すると、EJB コンテナによって、ejbLoadが自動的にコールさ
れます。ejbLoadからは、EmployeeDAOImplの loadがコールされ、EmployeeModel
が戻されます。これは、m_empクラス変数の移入に使用されます。

6. その後、getEmployeeDetailsは、手順 1 から戻された Employee Bean を使用して
getDetailsをコールします。

7. getDetailsから、EmployeeModelが JSP に戻されます。

図図図図 6-2 getEmployeeDetails
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6.2.3 findByPrimaryKey メソッドメソッドメソッドメソッド
EmployeeBeanクラスによって、ejbFindByPrimaryKey(int empId)メソッドを実装しま
す。このメソッドによって、EmployeeDAOImplクラスをコールして、データベースからデー
タを取得します。

// from EmployeeBean.java
public Integer ejbFindByPrimaryKey(int empId) throws FinderException
{
    try {
      if (m_dao == null) m_dao = new EmployeeDAOImpl();
      Integer findReturn = m_dao.findByPrimaryKey(empId);
      return findReturn;
    } catch (Exception e) {
      throw new FinderException ("¥nSQL Exception in find by primary key.¥n"
        + e.getMessage());
    }
}

EmployeeDAOImplクラスでは、findByPrimaryKey(int id)メソッドによって、指定さ
れた従業員 ID について、データベースへの問合せを実行します。データベースに対して
SELECT文が実行され、指定された従業員が見つかった場合、その従業員 ID が戻されます。指
定された従業員が見つからなかった場合は、例外がスローされます。

6.2.4 給付データの取得給付データの取得給付データの取得給付データの取得
給付データについては、1 人のユーザーに 2 つ以上の給付項目が対応している場合もあります。
その場合、アプリケーションではコレクションを繰り返し処理します。

// from queryEmployee.jsp
<h4>Elected Benefits</h4>
<table>
  <%
    Collection benefits = emp.getBenefits();
    if (benefits == null || benefits.size() == 0) {
  %>
      <tr><td>None</td></tr>
  <%
    } else {
      Iterator it = benefits.iterator();
      while (it.hasNext()) {
        BenefitItem item = (BenefitItem)it.next();
  %>
        <tr><td><%=item.getName()%></td></tr>
  <%
      } // end of while
    } // end of if
  %>
</table>
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図図図図 6-3 従業員の問合せのシーケンス図従業員の問合せのシーケンス図従業員の問合せのシーケンス図従業員の問合せのシーケンス図

6.3 給付項目の追加処理および削除処理給付項目の追加処理および削除処理給付項目の追加処理および削除処理給付項目の追加処理および削除処理
追加処理および削除処理の場合には、JSP を使用して、追加または削除する給付項目、および
従業員 ID を EmployeeManagerに送信します。EmployeeManagerによって、給付項目が追
加または削除され、その処理のステータスが戻されます。

給付項目の追加処理および削除処理は、給付項目のリストをユーザーに表示して、データベー
ス上で追加処理または削除処理を実行するのと同様の流れになります。

� 給付項目を追加する場合、ユーザーは従業員情報ページ（図 3-1）の「Add benefits to the 
employee」リンクをクリックします。このリンクの背後にある URL は、次のように表示
されます。

<a href="/empbft/controller?empID=<%=id%>&amp;action=addBenefitToEmployee"> Add 
benefits to the employee</a>

� 給付項目を削除する場合、ユーザーは従業員情報ページ（図 3-1）の「Remove benefits 
from the employee」リンクをクリックします。このリンクの背後にある URL は、次のよ
うに表示されます。

<a href="/empbft/controller?empID=<%=id%>&amp;action=removeBenefitFromEmployee"> 
Remove benefits from the employee</a>

追加処理および削除処理の詳細は、以降の項を参照してください。
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6.4 給付項目の追加処理給付項目の追加処理給付項目の追加処理給付項目の追加処理
この項では、給付項目の追加処理について説明します。

6.4.1 基本的なイベント・フロー基本的なイベント・フロー基本的なイベント・フロー基本的なイベント・フロー
図 6-4 は、ユーザーが給付項目の追加オプションを選択した場合に発生するイベントのフロー
を図で示したものです。

図図図図 6-4 給付項目の追加処理給付項目の追加処理給付項目の追加処理給付項目の追加処理

1. リクエストは、まず 初にコントローラ・サーブレットによって処理されます。コント
ローラ・サーブレットは、actionパラメータの値（addBenefitToEmployee）を取得
して、対応するクラスである AddBenefitToEmployeeの performActionメソッドを
起動します。

2. performActionメソッドは、benefitsパラメータの値をチェックします。この値は、
初は NULL です。そのため、リクエストは addBenefitToEmployee.jsp（または

addBenefitToEmployeeWireless.jsp）に転送されます。JSP によって、ユーザーが
追加可能な給付項目のリストが表示されます。

3. ユーザーは、追加する給付項目を選択して、リクエストを発行します。リクエストの
actionパラメータは、まだ同じ値（addBenefitToEmployee）です。しかし、このと
き、追加する給付項目を指定する benefitsパラメータも含まれます。

4. コントローラは、AddBenefitToEmployeeクラスを起動して、リクエストを処理しま
す。このクラスでは、benefitsパラメータが NULL でないことを確認します。そして、
Employeeクラスの addBenefitsメソッドをコールして、給付項目を追加します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-8 ページの「ユーザーが追加可能な給付項目の取得」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-8 ページの「データベースの更新」
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6.4.2 ユーザーが追加可能な給付項目の取得ユーザーが追加可能な給付項目の取得ユーザーが追加可能な給付項目の取得ユーザーが追加可能な給付項目の取得
ユーザーが追加可能な給付項目のリストを表示するには、addBenefitToEmployee.jspペー
ジを使用して、そのユーザーが選択していない給付項目のリストを取得します。JSP ファイル
によって、EmployeeManagerのインスタンスを取得した後、getUnelectedBenefitItems
メソッドを起動します。

// from addBenefitToEmployee.jsp
<%
  int empId = Integer.parseInt(request.getParameter(
                                 SessionHelper.EMP_ID_PARAMETER));
  EmployeeManager mgr = SessionHelper.getEmployeeManager(request);
  Collection unelected = mgr.getUnelectedBenefitItems(empId);
  ...
%>

getUnelectedBenefitItemsメソッドは、BenefitCatalogから、すべての給付項目が含
まれるマスター・リストを取得します。その後、その従業員用の給付項目リストを取得します。
そして、それら 2 つのリストを比較して、その従業員が選択していない給付項目のリストを戻
します。

// from EmployeeManagerBean.java
public Collection getUnelectedBenefitItems(int id) throws RemoteException
{
    Collection allBenefits = null;
    InitialContext initial = new InitialContext();
    Object objref = initial.lookup(AppJNDINames.BENEFIT_CATALOG_EJBHOME);
    BenefitCatalogHome home = (BenefitCatalogHome)
          PortableRemoteObject.narrow(objref, BenefitCatalogHome.class);
    BenefitCatalog catalog = home.create();
    allBenefits = catalog.getBenefits();

    // ... exceptions omitted ...

    Collection unelected = new ArrayList();
    EmployeeModel emp = this.getEmployeeDetails(id);
    ArrayList eb = (ArrayList) emp.getBenefits();
    if (eb != null && !eb.isEmpty()) {
      Iterator i = allBenefits.iterator();
      while (i.hasNext()) {
        BenefitModel b = (BenefitModel)i.next();
        if (Collections.binarySearch(eb, b) < 0)
          unelected.add(b);
      }
      return unelected;
    }
    return allBenefits;
}

6.4.3 データベースの更新データベースの更新データベースの更新データベースの更新
ユーザーが選択した給付項目を追加するには、AddBenefitToEmployeeオブジェクトによっ
て、Employeeオブジェクトを取得し、addBenefitsメソッドを実行します。

// from AddBenefitToEmployee.java
String benefits[] = req.getParameterValues(SessionHelper.BENEFIT_PARAMETER);
...
int benefitIDs[] = new int[benefits.length];
for (int i = 0; i < benefits.length; i++) {
   benefitIDs[i] = Integer.parseInt(benefits[i]);
}
int empId = Integer.parseInt(req.getParameter(SessionHelper.EMP_ID_PARAMETER));
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EmployeeManager mgr = SessionHelper.getEmployeeManager(req);
try {
   Employee emp = mgr.getEmployee(empId);
   emp.addBenefits(benefitIDs);
} catch (RemoteException e) {
   throw new ServletException (
          "¥nRemote exception while getting employee and adding benefits.¥n"
          + e.getMessage());
}
forward(req, res, wireless ? "/successWireless.jsp" : "/success.jsp");

Employeeオブジェクトの addBenefitsメソッドは、EmployeeDAOImplクラスを使用して
データベースに接続します。

// from EmployeeBean.java
public void addBenefits(int benefits[])
{
    try{
      if (m_dao == null) m_dao = new EmployeeDAOImpl();
      m_dao.addBenefits(m_emp.getId(), benefits);
      ejbLoad();
    } catch (Exception e) {
      throw new EJBException ("¥nData access exception in adding benefits.¥n"
        + e.getMessage());
    }
}

addBenefitsメソッドは、データベースに給付項目を追加した後、ejbLoadメソッドをコー
ルして、Employee Bean とデータベース内のデータを同期化します。

EmployeeDAOImplの addBenefitsメソッドはデータベースに接続し、INSERT文を送信し
ます。

図図図図 6-5 給付項目の追加のシーケンス図給付項目の追加のシーケンス図給付項目の追加のシーケンス図給付項目の追加のシーケンス図
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6.5 給付項目の削除処理給付項目の削除処理給付項目の削除処理給付項目の削除処理
この項では、給付項目の削除処理について説明します。

6.5.1 基本的なイベント・フロー基本的なイベント・フロー基本的なイベント・フロー基本的なイベント・フロー
図 6-6 は、ユーザーが削除する給付項目を選択して「Submit」ボタンをクリックした場合に発
生するイベントのフローを図で示したものです。

図図図図 6-6 給付項目の削除処理給付項目の削除処理給付項目の削除処理給付項目の削除処理

1. リクエストは、まず 初にコントローラ・サーブレットによって処理されます。コント
ローラ・サーブレットは、actionパラメータの値（removeBenefitFromEmployee）
を取得して、対応するクラスである RemoveBenefitFromEmployeeの performAction
メソッドを起動します。

2. performActionメソッドは、benefitsパラメータの値をチェックします。この値は、
初は NULL です。そのため、リクエストは removeBenefitFromEmployee.jsp（ま

たは removeBenefitFromEmployeeWireless.jsp）に転送されます。JSP によって、
ユーザーが削除可能な給付項目のリストが表示されます。

3. ユーザーは、削除する給付項目を選択して、リクエストを発行します。リクエストの
actionパラメータは、まだ同じ値（removeBenefitFromEmployee）です。しかし、
このとき、削除する給付項目を指定する benefitsパラメータも含まれます。

4. コントローラは、RemoveBenefitFromEmployeeクラスを起動して、リクエストを処理
します。このクラスでは、benefitsパラメータが NULL でないことを確認します。そし
て、Employeeクラスの removeBenefitsメソッドをコールして、給付項目を削除しま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-11 ページの「ユーザーが削除可能な給付項目の取得」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-8 ページの「データベースの更新」
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6.5.2 ユーザーが削除可能な給付項目の取得ユーザーが削除可能な給付項目の取得ユーザーが削除可能な給付項目の取得ユーザーが削除可能な給付項目の取得
ユーザーが削除可能な給付項目のリストを表示するには、
removeBenefitFromEmployee.jspによって、従業員のすべてのデータが含まれる
EmployeeModelを取得します。その後、EmployeeModelの getBenefitsメソッドをコー
ルします。次に、リストを繰り返し処理して、各給付項目を表示します。

<%
  int empId = Integer.parseInt(request.getParameter(
                              SessionHelper.EMP_ID_PARAMETER));
  EmployeeManager mgr = SessionHelper.getEmployeeManager(request);
  Collection elected = mgr.getEmployeeDetails(empId).getBenefits();
  if (elected == null || elected.size() == 0) {
%>
<h4>No Benefits to Remove</h4>
<p>The employee has not elected any benefits.</p>
<h4>Actions</h4>
<a href="./controller?action=queryEmployee&amp;empID=<%=empId%>">Query the same 
employee</a><br>
<a href="./controller?action=queryEmployee">Query other employee</a><br>
<a href="./">Home</a><br>
<%
  } else {
%>
<h4>Select Elected Benefits</h4>
<%
    Iterator i = elected.iterator();
    while (i.hasNext()) {
        BenefitItem b = (BenefitItem) i.next();
%>
<input type=checkbox name=benefits value=<%=b.getId()%>><%=b.getName()%><br>
<%
    } // End of while
%>
<h4>Actions</h4>
<input type=submit value="Remove Selected Benefits">
<input type=hidden name=empID value=<%=empId%>>
<input type=hidden name=action
          value=<%=SessionHelper.ACTION_REMOVE_BENEFIT_FROM_EMPLOYEE%>>
<%
  } // End of if
%>

6.5.3 データベースの更新データベースの更新データベースの更新データベースの更新
ユーザーが選択した給付項目を削除するには、RemoveBenefitFromEmployeeオブジェクト
によって、Employeeオブジェクトを取得し、removeBenefitsメソッドを実行します。

// from RemoveBenefitFromEmployee.java
String benefits[] = req.getParameterValues(SessionHelper.BENEFIT_PARAMETER);
String client = req.getParameter(SessionHelper.CLIENT_TYPE_PARAMETER);
boolean wireless = client != null &&
                client.equals(SessionHelper.CLIENT_TYPE_WIRELESS);
if(benefits == null) {
   forward(req, res, wireless ?
           "/removeBenefitFromEmployeeWireless.jsp" :
           "/removeBenefitFromEmployee.jsp");
} else {
   int benefitIDs[] = new int[benefits.length];
   for (int i = 0; i < benefits.length; i++) {
      benefitIDs[i] = Integer.parseInt(benefits[i]);
   }
   int empId = Integer.parseInt(req.getParameter(
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給付項目の削除処理
                                 SessionHelper.EMP_ID_PARAMETER));
   EmployeeManager mgr = SessionHelper.getEmployeeManager(req);
   try {
      Employee emp = mgr.getEmployee(empId);
      emp.removeBenefits(benefitIDs);
   } catch (RemoteException e) {
      throw new ServletException (
        "Remote exception while getting employee and removing his/her
            benefits." + e.getMessage());
   }
   forward(req, res, wireless ? "/successWireless.jsp" : "/success.jsp");
}

Employeeオブジェクトの removeBenefitsメソッドは、EmployeeDAOImplクラスを使用
してデータベースに接続します。

// from EmployeeBean.java
public void removeBenefits(int benefits[])
{
   try {
      if (m_dao == null)  m_dao = new EmployeeDAOImpl();
      m_dao.removeBenefits(m_emp.getId(), benefits);
      ejbLoad();
    } catch (Exception e) {
      throw new EJBException ("¥nData access exception in removing benefits.¥n"
        + e.getMessage());
   }
}

removeBenefitsメソッドは、データベースから給付項目を削除した後、ejbLoadメソッド
をコールして、Employee Bean とデータベース内のデータを同期化します。

EmployeeDAOImplの removeBenefitsメソッドはデータベースに接続し、DELETE文を送
信します。
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図図図図 6-7 給付項目の削除のシーケンス図給付項目の削除のシーケンス図給付項目の削除のシーケンス図給付項目の削除のシーケンス図
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7

アプリケーションでのアプリケーションでのアプリケーションでのアプリケーションでの OracleAS Web Cache

の構成の構成の構成の構成

OracleAS Web Cache を使用すると、アプリケーションを変更せずに、そのパフォーマンス、可
用性およびスケーラビリティを向上できます。Oracle Enterprise Manager 10g Application 
Server Control コンソール（Application Server Control コンソール）というツールを使用する
と、アプリケーションでキャッシュするページを指定するだけで済みます。

この章の項目は次のとおりです。

� キャッシュするページの選択

� アプリケーションの分析

注意注意注意注意 : この章では、OracleAS Web Cache の機能については説明していませ
ん。OracleAS Web Cache については、『Oracle Application Server Web 
Cache 管理者ガイド』を参照してください。
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キャッシュするページの選択
7.1 キャッシュするページの選択キャッシュするページの選択キャッシュするページの選択キャッシュするページの選択
次のようなオブジェクトがキャッシュの対象となります。

� イメージなど、コンテンツの変更がほとんど行われないオブジェクト

� スタイル・シートや PDF など、時折変更される静的オブジェクト

� 在庫状況など、一定期間変化しないオブジェクト

キャッシュされたページは、Application Server Control コンソールの「ルール」ページ（Web 
Cache ホーム・ページホーム・ページホーム・ページホーム・ページ→「管理管理管理管理」タブ→「プロパティプロパティプロパティプロパティ」→「アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション」→「ルールルールルールルール」）
から管理します。ページの管理は、静的ページと動的ページの両方について行うことができま
す。ページをキャッシュするには、URL 式を含むセレクタを指定します。キャッシング・ルー
ルがフィルタリングされ、リクエストに対する適切なルールが検索されます。次に、セレクタ
に一致する URL に対して、どのような処理を行うかを指定します。正規表現を使用すると、複
数の URL を一度に指定したり、特定のパターンに完全に一致する URL を指定することができ
ます。

次の項では、サンプル・アプリケーションでの静的ページと動的ページのキャッシュ方法につ
いて説明します。

7.2 アプリケーションの分析アプリケーションの分析アプリケーションの分析アプリケーションの分析
サンプル・アプリケーションで使用する静的ページは、スタイル・シート（blaf.css）のみ
です。

ユーザーに従業員 ID を入力するよう要求する ID 入力ページ（図 3-1）は、特定の期間ごとに
変化しないという意味では静的ページですが、このページは動的に生成されます。ID 入力ペー
ジは、キャッシュに適したページです。

アプリケーションで も頻繁に要求されるページは、従業員情報を表示するページです。これ
らのページをキャッシュしておくと、アプリケーションのパフォーマンスが向上します。ただ
し、これらのページは動的に生成されるため、ページが有効でなくなったときにそのページを
無効にする必要があります。

サンプル・アプリケーションには、キャッシュが必要なグラフィックスはありません。

注意注意注意注意 : 無効化または有効期限の機能を使用すると、データ・ソースが変更さ
れたときに、データを更新できます。そうしないと、ユーザーがキャッシュ
から古くなったページを取得してしまうことがあります。
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7.2.1 キャッシュするページの指定キャッシュするページの指定キャッシュするページの指定キャッシュするページの指定
図 7-1 に、Application Server Control コンソールの「ルール」ページを示します。先頭の 3 行
がサンプル・アプリケーションに適用されます。

図図図図 7-1 Application Server Control コンソールの「ルール」ページコンソールの「ルール」ページコンソールの「ルール」ページコンソールの「ルール」ページ

ルールルールルールルール 1: ID 入力ページと従業員情報を表示するページのキャッシュ入力ページと従業員情報を表示するページのキャッシュ入力ページと従業員情報を表示するページのキャッシュ入力ページと従業員情報を表示するページのキャッシュ

ID 入力ページの URL と従業員情報を表示するページの URL は類似しています。ID 入力ペー
ジの URL は、次のとおりです。

/empbft/controller?action=queryEmployee

従業員情報を表示するページの URL は、次のようになります。

/empbft/controller;jsessionid=489uhhjjhjkui348fslkj0982k3jlds3?action=queryEmployee&emp
ID=123&submit=Query+Employee

いずれの URL にも action=queryEmployeeが含まれています。次の正規表現は、両方の
URL に対応します。

^/empbft/controller.*¥?.*action=queryEmployee.*

ルールルールルールルール 2: 初のページのキャッシュ初のページのキャッシュ初のページのキャッシュ初のページのキャッシュ

2 番目のルール ^/empbft/$は、アプリケーションの ID 入力ページへのリンクを提供するオ
プションのリンク集ページを指定します。このページは、静的ページです。カレット（^）およ
びドル記号（$）は、正規表現で使用する特殊文字です。それぞれ、行の先頭と末尾を示しま
す。この表記法を使用することで、特定のパターンに完全に一致する URL を指定します。

ルールルールルールルール 3: スタイル・シートのキャッシュスタイル・シートのキャッシュスタイル・シートのキャッシュスタイル・シートのキャッシュ

スタイル・シートをキャッシュするには、そのスタイル・シートの URL を指定します。

^/empbft/css/blaf.css$

OracleAS Web Cache には、インストール時にデフォルトのルールが移入されます。そのような
ルールの 1 つである .cssは、スタイル・シート用に予約されています。このルールが現在の
構成でサポートされている場合は、そのルールを構成する必要はありません。
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7.2.2 ページの無効化ページの無効化ページの無効化ページの無効化
動的ページが有効でなくなったときに、キャッシュ内にあるそれらのページを無効にする必要
があります。キャッシュされたページを無効にするには、無効にするページの URL が設定され
た XML ファイルを OracleAS Web Cache の無効化ポートに送信します。

アプリケーションでは、従業員情報ページをキャッシュしているため、データベース内のデー
タが更新されると同時に、そのページを無効にする必要があります。この操作を実行する方法
の 1 つとして、給付項目の追加処理および削除処理の 後に、OracleAS Web Cache に無効化
メッセージを送信する方法があります。ただし、この方法では、アプリケーションで使用して
いるデータベース内のもとになる表が他のアプリケーションによって更新されたときには、そ
のページは無効になりません。

それよりもよい方法として、表のデータが変更されたときに、そのデータベースから無効化
メッセージが送信されるように設定します。このように設定するには、表のデータが更新され
たときに起動されるトリガーを、その表に設定します。このトリガーによって、無効化メッ
セージを OracleAS Web Cache に送信するプロシージャをコールできます。

トリガーによって起動するプロシージャは、次のようになります。

-- Usage:
-- SQL> set serveroutput on (When debugging to see dbms_output.put_line's)
-- SQL> exec invalidate_emp('doliu-sun',4001,122);
--
create or replace procedure invalidate_emp (
                            machine in varchar2,
                            port in integer,
                            emp in integer) is
  DQUOTE constant varchar2(1) := chr(34);
  CR constant varchar2(1) := chr(13);
  AMP constant varchar2(1) := chr(38);
  uri varchar2(100) := '/empbft/controller?action=queryEmployee' || AMP ||
                       'amp;empID=' || emp;
BEGIN
  wxvutil.invalidate_reset;
  wxvutil.invalidate_uri(uri, 0, NULL);
  wxvutil.invalidate_exec(machine, port, 'inv-password');
END;

注意注意注意注意 : Application Server Control コンソールで作成するキャッシング・
ルールのほかに（あるいは、キャッシング・ルールのかわりに）、アプリケー
ション開発者は、数多くのキャッシング属性を HTTP レスポンス・メッセー
ジの Surrogate-Controlヘッダーに保存できます。この機能を使用する
と、アプリケーションの Web サーバーが Application Server Control コン
ソールの設定を無視したり、他のサード・パーティのキャッシュが OracleAS 
Web Cache のキャッシング属性を使用することが可能になります。詳細は、
『Oracle Application Server Web Cache 管理者ガイド』を参照してください。

注意注意注意注意 : OracleAS Web Cache には、外部ソースのコンテンツを無効にするた
めのメカニズムがいくつか用意されています。また、Edge Side Include
（ESI）を使用する開発者に対し、インラインの無効化メカニズムが用意され
ています。使用可能なインラインの無効化メカニズムの詳細は、『Oracle 
Application Server Web Cache 管理者ガイド』を参照してください。
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7.2.3 もとになる表へのトリガーの設定もとになる表へのトリガーの設定もとになる表へのトリガーの設定もとになる表へのトリガーの設定
データベース内のもとになる表には、次のトリガーがあります。これらのトリガーによって無
効化プロシージャが実行されます。

初のトリガーは、EMPLOYEE_BENEFIT_ITEMS表から行が削除されたときに起動します。

CREATE OR REPLACE TRIGGER AFTER_DEL_TRIG
AFTER DELETE on employee_benefit_items
FOR EACH ROW
BEGIN
invalidate_emp('doliu-sun', 4001, :old.EMPLOYEE_ID);
END;

2 番目のトリガーは、EMPLOYEE_BENEFIT_ITEMS表に行が挿入されたとき、または行が更新
されたときに起動します。

CREATE OR REPLACE TRIGGER AFTER_INS_UPD_TRIG
AFTER INSERT OR UPDATE on employee_benefit_items
FOR EACH ROW
BEGIN
invalidate_emp('doliu-sun', 4001, :new.EMPLOYEE_ID);
END;
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ワイヤレス・クライアントのサポ
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ワイヤレス・クライアントのサポートワイヤレス・クライアントのサポートワイヤレス・クライアントのサポートワイヤレス・クライアントのサポート

OracleAS のワイヤレス機能を使用すると、ワイヤレス・クライアントからアプリケーションに
アクセスできるようになります。ワイヤレス・クライアントでは、HTTP とは異なるプロトコ
ルおよび HTML 以外のマークアップ言語を使用するため、ワイヤレス・クライアントをサポー
トするには、サンプル・アプリケーションに変更を加える必要があります。

この章の項目は次のとおりです。

� アプリケーションに加える必要のある変更

� ワイヤレス・クライアント向けのプレゼンテーション・データ

� ワイヤレス・クライアント向けのプレゼンテーション・データの格納場所について

� ワイヤレス・クライアント向けの JSP ファイルのヘッダー情報

� 処理の詳細について

� アプリケーションへのアクセス
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アプリケーションに加える必要のある変更
8.1 アプリケーションに加える必要のある変更アプリケーションに加える必要のある変更アプリケーションに加える必要のある変更アプリケーションに加える必要のある変更
MVC 設計を使用しているアプリケーションの場合、ワイヤレス・クライアントをサポートする
ためにアプリケーションに加える必要のある変更はそれほど多くありません。

� ワイヤレス・クライアントをサポートするためにアプリケーションに加える主な変更は、
ワイヤレス・クライアント向けのプレゼンテーション・データを作成することです。ビジ
ネス・ロジック・オブジェクトに変更を加える必要はありません。この作業を容易に行う
ことができるのは、プレゼンテーション・データとビジネス・ロジック・オブジェクトを
分離しているためです。プレゼンテーション・データとビジネス・ロジック・オブジェク
トを明確に分離していない場合、ワイヤレス・クライアント向けのプレゼンテーション・
コードとデスクトップ・ブラウザ向けのプレゼンテーション・コードをマージするのは困
難な作業になります。

� ActionHandlerオブジェクトのサブクラスになっているオブジェクト（図 4-1 を参照）を
変更する必要もあります。これらのオブジェクトによって、リクエストが適切な JSP ファ
イルに転送されます。ワイヤレス・クライアント向けのプレゼンテーション・データを作
成するときには、そのデータを、ブラウザ向けのプレゼンテーション・データと同じ JSP
ファイルに入れるか、または別の JSP ファイルに入れることができます。データを別の
ファイルに入れる場合は、ActionHandlerオブジェクトを編集して、ワイヤレス・クラ
イアントからのリクエストを、ワイヤレス・クライアント向けのプレゼンテーション・
データを含む JSP ファイルに転送できるようにする必要があります。

8.2 ワイヤレス・クライアント向けのプレゼンテーション・データワイヤレス・クライアント向けのプレゼンテーション・データワイヤレス・クライアント向けのプレゼンテーション・データワイヤレス・クライアント向けのプレゼンテーション・データ
ワイヤレス・クライアントでは標準化されたマークアップ言語を使用しないため、ワイヤレ
ス・クライアント向けのプレゼンテーション・データを一般的な DTD 仕様に基づく XML で作
成する必要があります。この XML は、OracleAS のワイヤレス機能によって、そのワイヤレ
ス・クライアントで処理できる特定のマークアップ言語に変換されます。

HTML の場合と同様に、アプリケーションでは、JSP ファイルまたは静的ファイルから XML
を生成できます。サンプル・アプリケーションでは、プレゼンテーション・データに動的デー
タが含まれるため、JSP ファイルに含めます。

ワイヤレス・クライアント向けの汎用 XML は SimpleResult DTD に基づいています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 8-2 ページの「ワイヤレス・クライアント向けのプレゼンテー
ション・データ」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 8-8 ページの「プレゼンテーション・データを別のファイルに入
れる場合」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 5 章「プレゼンテーション・ページの作成」（5-1 ページ）

関連項目関連項目関連項目関連項目 : DTD およびその要素の使用方法の詳細は、『Oracle Application 
Server Wireless 開発者ガイド』を参照してください。
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ワイヤレス・クライアント向けのプレゼンテーション・データ
8.2.1 ワイヤレス・デバイス用アプリケーションの画面ワイヤレス・デバイス用アプリケーションの画面ワイヤレス・デバイス用アプリケーションの画面ワイヤレス・デバイス用アプリケーションの画面
図 8-1 ～図 8-3 に、サンプル・アプリケーションがシミュレータ上で動作する様子を示します。
ワイヤレス・クライアントでアプリケーションが動作する様子は、デスクトップ・ブラウザの
アプリケーションの場合と類似しています。

図図図図 8-1 ワイヤレス・デバイス用アプリケーションの画面（ワイヤレス・デバイス用アプリケーションの画面（ワイヤレス・デバイス用アプリケーションの画面（ワイヤレス・デバイス用アプリケーションの画面（1/3））））

画面 1 では、ワイヤレス・クライアントで動作可能なアプリケーションのリストが表示されて
います。これは、基本的には、次のディレクトリにあるファイルのリストになります。

$OMSDK_HOME/oc4j_omsdk/omsdk/j2ee/applications/pmsdk/apps/

$OMSDK_HOMEは、OracleAS Wireless SDK のホーム・ディレクトリです。

画面 2 は、サンプル・アプリケーションの開始点を示しています。これは、empbft.xmlファ
イルです。このファイルによって、ユーザーが従業員 ID を入力するテキスト入力フィールドが
表示されます。

画面 3 は、問合せの結果を示しています。ワイヤレス・クライアントにはスクロールバーがあ
ります。ユーザーは、スクロールバーを使用してページを下方にスクロールし、すべての情報
を表示できます。給付項目を追加または削除するには、この画面の「Menu」ボタンを選択しま
す。

図図図図 8-2 ワイヤレス・デバイス用アプリケーションの画面（ワイヤレス・デバイス用アプリケーションの画面（ワイヤレス・デバイス用アプリケーションの画面（ワイヤレス・デバイス用アプリケーションの画面（2/3））））

画面 4 は、メニューを示しています。「Add Benefits」、「Remove Benefits」「Query Other 
Employee」などのオプションがあります。
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ワイヤレス・クライアント向けのプレゼンテーション・データ
画面 5 は、ユーザーが追加可能な給付項目のリストを示しています。リクエストを発行するに
は、追加する給付項目を 1 つ選択して、「OK」を選択します。ワイヤレス・クライアントで追
加または削除する項目を選択する場合、選択できる項目は 1 回につき 1 つのみであることに注
意してください。

画面 6 は、給付項目の追加処理が正常に終了したことをユーザーに通知しています。この画面
にも「Menu」オプションがあります。

図図図図 8-3 ワイヤレス・デバイス用アプリケーションの画面（ワイヤレス・デバイス用アプリケーションの画面（ワイヤレス・デバイス用アプリケーションの画面（ワイヤレス・デバイス用アプリケーションの画面（3/3））））

画面 7 は、メニューを示しています。「Add More Benefits」、「Remove More Benefits」、「Query 
Same Employee」および「Query Other Employee」の 4 つのオプションがあります。

画面 8 は、ユーザーが給付項目を追加した後の給付項目リストを示しています。

画面 9 は、画面 3 と類似しています。ここでは、ページを下方にスクロールして、ユーザーの
給付項目リストを表示しています。

8.2.2 ワイヤレス・デバイス用アプリケーションとブラウザ用アプリケーワイヤレス・デバイス用アプリケーションとブラウザ用アプリケーワイヤレス・デバイス用アプリケーションとブラウザ用アプリケーワイヤレス・デバイス用アプリケーションとブラウザ用アプリケー
ションの相違ションの相違ションの相違ションの相違

ブラウザ用のアプリケーションでは、ユーザーは複数の給付項目を選択して、追加または削除
することができます。一方、ワイヤレス・デバイスでは、1 回に選択できるのは 1 つの項目の
みです。ユーザーが複数の項目を追加または削除できるように、アプリケーションには、「Add 
More Benefits」および「Remove More Benefits」というオプションが用意されています。これ
によって、ユーザーは別の給付項目を選択して追加または削除することができます（画面 7）。
これらのオプションは、ブラウザ用のアプリケーションでは必要でないため、使用できません。

これらのオプションは、successWireless.jspから使用できます。アプリケーションで 1 つ
の給付項目の追加または削除が正常に終了すると、このファイルが表示されます（画面 6）。こ
の画面には、処理が正常に終了したことを通知するメッセージが表示されます。画面の
「Menu」を選択すると、「Add More Benefits」および「Remove More Benefits」オプションが
表示されます。

// from successWireless.jsp
<SimpleText>
   <SimpleTextItem>Operation completed successfully.</SimpleTextItem>
   <Action label="Add More Benefits" type="SOFT1" task="GO"
target="/empbft/controller?action=addBenefitToEmployee&amp;clientType=wireless&amp;empI
D=<%=empId%>"></Action>

   <Action label="Remove More Benefits" type="SOFT1" task="GO"

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 8-4 ページの「ワイヤレス・デバイス用アプリケーションとブラ
ウザ用アプリケーションの相違」
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target="/empbft/controller?action=removeBenefitFromEmployee&amp;clientType=wireless&amp
;empID=<%=empId%>"></Action>

   <Action label="Query Same Employee" type="SOFT1" task="GO"
target="/empbft/controller?action=queryEmployee&amp;clientType=wireless&amp;empID=<%=em
pId%>"></Action>

   <Action label="Query Other Employee" type="SOFT1" task="GO"
target="/empbft/controller?action=queryEmployee&amp;clientType=wireless"></Action>
</SimpleText>

ユーザーが「Add More Benefits」オプションまたは「Remove More Benefits」オプションを選
択した場合のリクエストは、1 つの給付項目を追加または削除するときのリクエストと類似し
ています。このリクエストには、actionパラメータ、empIDパラメータおよび clientType
パラメータが含まれます。アプリケーションによってデータベースへの問合せが実行され、更
新された給付項目リストが表示されます（画面 8）。

8.3 ワイヤレス・クライアント向けのプレゼンテーション・デーワイヤレス・クライアント向けのプレゼンテーション・デーワイヤレス・クライアント向けのプレゼンテーション・デーワイヤレス・クライアント向けのプレゼンテーション・デー
タの格納場所についてタの格納場所についてタの格納場所についてタの格納場所について

ワイヤレス・クライアント向けの XML プレゼンテーション・データは、HTML を生成する
JSP ファイルと同じファイルに作成するか、または別の JSP ファイルに作成することができま
す。プレゼンテーション・データを入れた場所にかかわらず、リクエストがワイヤレス・クラ
イアントまたはデスクトップ・クライアントのいずれから発信されたものであるかをチェック
する必要があります。

8.3.1 リクエストの発信元のチェックリクエストの発信元のチェックリクエストの発信元のチェックリクエストの発信元のチェック
リクエストの発信元をチェックするには、ワイヤレス・クライアントであることを識別するた
めのパラメータをリクエストに挿入します。パラメータとその値を含めるときには、非表示の
入力フォーム要素を使用できます。

サンプル・アプリケーションでは、clientTypeというパラメータ名および wirelessという
パラメータ値を使用して、ワイヤレス・クライアントを識別します。ワイヤレス・クライアン
トからのリクエストには、このパラメータが含められます。たとえば、このアプリケーション
の中でワイヤレス・クライアントに 初に表示される empbft.xmlファイルでは、次のように
なっています。

// empbft.xml
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<SimpleResult>
  <SimpleContainer>
    <SimpleForm title="Query Employee" target="/empbft/controller">
       <SimpleFormItem name="empID" format="*N">Enter Emp ID: </SimpleFormItem>
       <SimpleFormItem name="action" type="hidden" value="queryEmployee" />
       <SimpleFormItem name="clientType" type="hidden" value="wireless" />
    </SimpleForm>
  </SimpleContainer>
</SimpleResult>

これにより、他のパラメータの場合と同様にして、サーブレットまたは JSP に clientTypeパ
ラメータがあるかどうかをチェックできます。

サーブレットの場合

String client = req.getParameter(SessionHelper.CLIENT_TYPE_PARAMETER);
boolean wireless =
          client != null && client.equals(SessionHelper.CLIENT_TYPE_WIRELESS);
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JSP の場合

<%
  String client = request.getParameter(SessionHelper.CLIENT_TYPE_PARAMETER);
  boolean wireless =
            client != null && client.equals(SessionHelper.CLIENT_TYPE_WIRELESS);
%>

8.3.2 プレゼンテーション・データを同じプレゼンテーション・データを同じプレゼンテーション・データを同じプレゼンテーション・データを同じ JSP ファイルに入れる場合ファイルに入れる場合ファイルに入れる場合ファイルに入れる場合
この方法を使用する場合は、リクエストの発信元（リクエストがワイヤレス・クライアントま
たはデスクトップ・クライアントのいずれから発信されたものであるか）を JSP ファイル自体
でチェックします。これにより、発信元に応じて HTML または XML を生成することができま
す。次に、例を示します。

// import classes for both wireless and browsers
<%@ page import="java.util.*" %>
<%@ page import="empbft.component.employee.ejb.*" %>
<%@ page import="empbft.component.employee.helper.*" %>
<%@ page import="empbft.util.*" %>

// check the client type that sent the request
<%
  String client = request.getParameter(SessionHelper.CLIENT_TYPE_PARAMETER);
  boolean wireless = ( (client != null) &&
                 client.equals(SessionHelper.CLIENT_TYPE_WIRELESS) );
  if (wireless)
  {
%>
    <?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
    <%@ page contentType="text/vnd.oracle.mobilexml; charset=ISO-8859-1" %>
    <SimpleResult>
      <SimpleContainer>
        <SimpleForm title="Query Employee" target="/empbft/controller">
           <SimpleFormItem name="empID" format="*N">Enter Emp ID:
                                                       </SimpleFormItem>
           <SimpleFormItem name="action" type="hidden" value="queryEmployee" />
           <SimpleFormItem name="clientType" type="hidden" value="wireless" />
        </SimpleForm>
      </SimpleContainer>
    </SimpleResult>
<%
  } else {
%>
    <%@ page contentType="text/html;charset=ISO-8859-1"%>
    <html>
    <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
    <link rel="stylesheet" href="css/blaf.css" type="text/css">
    <title>Query Employee</title>
    </head>
    <body>
    <h2>Employee Benefit Application</h2>
<%
  String empId = request.getParameter(SessionHelper.EMP_ID_PARAMETER);
  if (empId == null)
  {
%>
<h4>Query Employee</h4>
<form method=get action="/empbft/controller">
<input type=hidden name=action value=queryEmployee>
<table>
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  <tr>
    <td>Employee ID:</td>
    <td><input type=text name=empID size=4></td>
    <td><input type=submit value="Query Employee"></td>
  </tr>
</table>
<h4>Actions</h4>
<a href="/empbft/">Home</a><br>
</form>
<%
  } else {
    int id = Integer.parseInt(empId);
    EmployeeManager mgr = SessionHelper.getEmployeeManager(request);
    EmployeeModel emp = mgr.getEmployeeDetails(id);
%>
<h4>Employee Details</h4>
<table>
<tr><td>Employee ID: </td><td colspan=3><b><%=id%></b></td></tr>
<tr><td>First Name: </td><td><b><%=emp.getFirstName()%></b></td><td>Last Name: 
</td><td><b><%=emp.getLastName()%></b></td></tr>
<tr><td>Email: </td><td><b><%=emp.getEmail()%></b></td><td>Phone Number: 
</td><td><b><%=emp.getPhoneNumber()%></b></td></tr>
<tr><td>Hire Date: </td><td><b><%=emp.getHireDate().toString()%></b></td><td>Job: 
</td><td><b><%=emp.getJobId()%></b></td></tr>
</table>
<h4>Elected Benefits</h4>
<table>
  <%
    Collection benefits = emp.getBenefits();
    if (benefits == null || benefits.size() == 0) {
  %>
      <tr><td>None</td></tr>
  <%
    } else {
      Iterator it = benefits.iterator();
      while (it.hasNext()) {
        BenefitItem item = (BenefitItem)it.next();
  %>
        <tr><td><%=item.getName()%></td></tr>
  <%
      } // end of while
    } // end of if
  %>
</table>
<h4>Actions</h4>
<table>
<tr><td><a href="/empbft/controller?empID=<%=id%>&amp;action=addBenefitToEmployee">Add 
benefits to the employee</a></td></tr>
<tr><td><a 
href="/empbft/controller?empID=<%=id%>&amp;action=removeBenefitFromEmployee">Remove 
benefits from the employee</a></td></tr>
<tr><td><a href="/empbft/controller?action=queryEmployee">Query other 
employee</a></td></tr>
<tr><td><a href="/empbft/">Home</a><br></td></tr>
</table>
<%
    } // end of else (empId != null)
%>
</body>
</html>
<%
} // end of else (wireless)
%>
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8.3.3 プレゼンテーション・データを別のファイルに入れる場合プレゼンテーション・データを別のファイルに入れる場合プレゼンテーション・データを別のファイルに入れる場合プレゼンテーション・データを別のファイルに入れる場合
別のファイルを使用する場合は、ActionHandlerのサブクラスを編集して、リクエストの発
信元をチェックし、リクエストを適切な JSP ファイルに転送できるようにします。次に、例を
示します。

public void performAction(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
    throws ServletException
{
   String client = req.getParameter(SessionHelper.CLIENT_TYPE_PARAMETER);
   boolean wireless =
           client != null && client.equals(SessionHelper.CLIENT_TYPE_WIRELESS);
   String empIdString = req.getParameter(SessionHelper.EMP_ID_PARAMETER);
   boolean validEmpId = true;
   if (empIdString != null) {
      int empId = Integer.parseInt(empIdString);
      validEmpId = (empId >= 100 && empId <= 206) ? true : false;
   }

   // Forward to appropriate page
   if (wireless) {
      if (validEmpId) {
         forward(req, res, "/queryEmployeeWireless.jsp");
      } else {
         forward(req, res, "/errorWireless.jsp");
      }
   } else {
      if (validEmpId) {
         forward(req, res, "/queryEmployee.jsp");
      } else {
         forward(req, res, "/error.jsp");
      }
   }
}

CLIENT_TYPE_PARAMETERの値は、SessionHelperに clientTypeと定義されています。
clientType は、パラメータの名前です。

CLIENT_TYPE_WIRELESSの値は、SessionHelperに wirelessと定義されています。これ
は、パラメータの値です。

このパラメータおよびパラメータ値は、empbft.xmlに定義されています。このファイルは、
ワイヤレス・デバイス用の ID 入力ページに対応しています。これによって、ユーザーはテキス
ト入力フィールドに番号を入力できます。

// empbft.xml
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>
<SimpleResult>
  <SimpleContainer>
    <SimpleForm title="Query Employee" target="/empbft/controller">
       <SimpleFormItem name="empID" format="*N">Enter Emp ID: </SimpleFormItem>
       <SimpleFormItem name="action" type="hidden" value="queryEmployee" />
       <SimpleFormItem name="clientType" type="hidden" value="wireless" />
    </SimpleForm>
  </SimpleContainer>
</SimpleResult>
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8.4 ワイヤレス・クライアント向けのワイヤレス・クライアント向けのワイヤレス・クライアント向けのワイヤレス・クライアント向けの JSP ファイルのヘッダー情報ファイルのヘッダー情報ファイルのヘッダー情報ファイルのヘッダー情報
ワイヤレス・クライアントをサポートするには、ワイヤレス・クライアント向けの JSP ファイ
ルのヘッダーにいくつかの変更を加える必要があります。

8.4.1 XML タイプの設定タイプの設定タイプの設定タイプの設定
JSP ファイルの先頭に、そのファイルが XML ファイルであることを指定する次の行を挿入する
必要があります。

<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?>

8.4.2 コンテンツ・タイプの設定コンテンツ・タイプの設定コンテンツ・タイプの設定コンテンツ・タイプの設定
ワイヤレス・クライアント向けの JSP ファイルの先頭に、レスポンスのコンテンツ・タイプお
よびキャラクタ・セットを設定する次の行を挿入する必要があります。

<%@ page contentType="text/vnd.oracle.mobilexml; charset=ISO-8859-1" %>

JSP の contentTypeのデフォルト値は text/htmlであり、ワイヤレス・クライアントに対
応していないため、このように設定する必要があります。

トランスフォーマでは、ページをワイヤレス・クライアントが解釈できるデータに変換すると
きに、text/vnd.oracle.mobilexmlという値を使用します。

8.5 処理の詳細について処理の詳細について処理の詳細について処理の詳細について
OracleAS に送られるワイヤレス・クライアントからのリクエストは、ユーザー・エージェン
ト・フィールドにワイヤレス・デバイスの名前が含まれることを除き、デスクトップ・ブラウ
ザからのリクエストと同様です。ただし、ワイヤレス・デバイスからのリクエストが OracleAS
に到達する方法は異なります。ワイヤレス・デバイスからのリクエストは、 初にゲートウェ
イ（WAP、Voice、SMS など）を通過します。そこで、リクエストは HTTP プロトコルに変換
されます。その後、リクエストはゲートウェイから OracleAS Wireless にルーティングされま
す。

OracleAS Wireless では、ワイヤレス・デバイス用アプリケーションから XML を取得するアダ
プタを起動することで、リクエストを処理します。この XML は、OracleAS で定義されるス
キーマに基づいています。

次に、OracleAS Wireless ではトランスフォーマを起動します。トランスフォーマは XML を取
り込んで、そのワイヤレス・クライアントに適したマークアップ言語に変換します。変換され
たデータは、OracleAS によってゲートウェイに送信されます。ゲートウェイでは、データをク
ライアントに送信する前に、（コンパクトにするために）エンコードする場合があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Wireless 開発者ガイド』と『Oracle 
Application Server Wireless 管理者ガイド』
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8.5.1 問合せ処理問合せ処理問合せ処理問合せ処理
図 8-4 に、ワイヤレス・クライアントおよびブラウザ・クライアントによる問合せ処理のフ
ローを示します。この図は、図 6-1 が複雑になったものです。

図図図図 8-4 問合せ処理問合せ処理問合せ処理問合せ処理

図 8-4 には、2 つのイベント・シーケンスがあります。シーケンスの 1 つは、ブラウザから発信
されたリクエストの処理です。このシーケンスの手順は、図中では「B」と表されています。も
う 1 つのシーケンスは、ワイヤレス・クライアントから発信されたリクエストの処理です。こ
のシーケンスの手順は、図中では「W」と表されています。

ブラウザからのリクエストを処理する手順は、「従業員の問合せ処理」で説明しています。この
項では、ワイヤレス・クライアントからのリクエストを処理する手順について説明します。

W1: サーバーから、actionパラメータおよび empIDパラメータの付いたリクエストがコント
ローラに送信されます。actionパラメータには queryEmployeeが設定され、empIDパラ
メータにはユーザーが入力した従業員 ID が設定されています。

W2: QueryEmployee.javaによって、clientTypeパラメータがチェックされ、リクエスト
がワイヤレス・クライアントまたはブラウザのいずれから発信されたものであるかが確認され
ます。このパラメータは、アプリケーションからワイヤレス・クライアントに送信される XML
ファイルにのみ設定されています。ブラウザからのリクエストには、このパラメータは設定さ
れません。また、QueryEmployee.javaによって、従業員 ID が有効であるかどうかもチェッ
クされます。

W3: QueryEmployee.javaによって、リクエストが queryEmployeeWireless.jspに転送
されます。
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W4: queryEmployeeWireless.jspは、queryEmployee.jspと類似しています。
queryEmployeeWireless.jsp によって、従業員データが取得および表示されます。どちらのファ
イルの取得メソッドも同じものです。異なる点は、使用されているタグのみです（ブラウザの
場合は HTML、ワイヤレス・クライアントの場合は XML）。

8.5.2 queryEmployeeWireless.jsp
queryEmployeeWireless.jspは、次のようになっています。

// queryEmployeeWireless.jsp
<?xml version = "1.0" encoding = "ISO-8859-1"?> 
<%@ page contentType="text/vnd.oracle.mobilexml; charset=ISO-8859-1" %> 
<%@ page import="java.util.*" %>
<%@ page import="empbft.component.employee.ejb.*" %>
<%@ page import="empbft.component.employee.helper.*" %>
<%@ page import="empbft.util.*" %>
<SimpleResult>
   <SimpleContainer>
<%
  String empId = request.getParameter(SessionHelper.EMP_ID_PARAMETER);
  if (empId == null)
  {
%>
     <SimpleForm title="Query Employee" target="/empbft/controller">
       <SimpleFormItem name="empID" format="*N">Enter Emp ID: </SimpleFormItem>
       <SimpleFormItem name="action" type="hidden" value="queryEmployee" />
       <SimpleFormItem name="clientType" type="hidden" value="wireless" />
     </SimpleForm>
<%
  } else {
    int id = Integer.parseInt(empId);
    EmployeeManager mgr = SessionHelper.getEmployeeManager(request);
    EmployeeModel emp = mgr.getEmployeeDetails(id);
%>
     <SimpleText>
       <SimpleTextItem>Emp ID: <%=empId%></SimpleTextItem>
       <SimpleTextItem>First Name: <%=emp.getFirstName()%></SimpleTextItem>
       <SimpleTextItem>Last Name: <%=emp.getLastName()%></SimpleTextItem>
       <SimpleTextItem>Email: <%=emp.getEmail()%></SimpleTextItem>
       <SimpleTextItem>Phone: <%=emp.getPhoneNumber()%></SimpleTextItem>
       <SimpleTextItem>Hire: <%=emp.getHireDate()%></SimpleTextItem>
       <SimpleTextItem>Job: <%=emp.getJobId()%></SimpleTextItem>
       <SimpleTextItem>Elected Benefits: </SimpleTextItem>
<%
    Collection benefits = emp.getBenefits();
    if (benefits == null || benefits.size() == 0) {
%>
       <SimpleTextItem>None</SimpleTextItem>
<%
    } else {
      Iterator it = benefits.iterator();
      while (it.hasNext()) {
        BenefitItem item = (BenefitItem)it.next();
%>
       <SimpleTextItem><%=item.getName()%></SimpleTextItem>
<%
      } // end of while
    } // end of if
%>
     <Action label="Add Benefits" type="SOFT1" task="GO"
           target="/empbft/controller?action=addBenefitToEmployee&amp;
                    clientType=wireless&amp;empID=<%=empId%>"></Action>
     <Action label="Remove Benefits" type="SOFT1" task="GO"
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             target="/empbft/controller?action=removeBenefitFromEmployee&amp;
             clientType=wireless&amp;empID=<%=empId%>"></Action>
     <Action label="Query Other Employee" type="SOFT1" task="GO"
                  target="/empbft/controller?action=queryEmployee&amp;
                  clientType=wireless"></Action>
     </SimpleText>
<%
    } // end of else (empId != null)
%>
   </SimpleContainer>
</SimpleResult>

Actionタグは、ポップアップ・メニュー（図 8-1、画面 4）を定義しています。ポップアッ
プ・メニューを表示するには、「Menu」ボタンを選択します。

8.5.3 給付項目の追加処理および削除処理給付項目の追加処理および削除処理給付項目の追加処理および削除処理給付項目の追加処理および削除処理
ワイヤレス・クライアントでの給付項目の追加処理および削除処理は、ブラウザの場合と類似
しています。ワイヤレス・クライアントでのこれらの処理をサポートするには、次のような変
更をアプリケーションに加える必要があります。

� リクエストがワイヤレス・クライアントから発信されたものであるかをチェックできるよ
うに、AddBenefitToEmployee.javaおよび RemoveBenefitFromEmployee.java
を修正します。このチェックでは、問合せ処理と同じ形式を使用します。

� プレゼンテーション用の XML を定義するための
addBenefitToEmployeeWireless.jspおよび
removeBenefitFromEmployeeWireless.jspを作成します。

� エラー・メッセージを表示するための errorWireless.jspを作成します。

� ユーザーが給付項目を追加または削除できたときに表示されるsuccessWireless.jspを
作成します。このファイルは、処理が正常に終了したことを通知するメッセージの表示の
ほかに、メイン・メニューに戻らなくても他の給付項目を追加または削除できるポップ
アップ・メニューの定義にも使用します。この機能は、ブラウザでは使用できません。こ
の機能の詳細は、「ワイヤレス・デバイス用アプリケーションとブラウザ用アプリケーショ
ンの相違」を参照してください。

8.6 アプリケーションへのアクセスアプリケーションへのアクセスアプリケーションへのアクセスアプリケーションへのアクセス
ワイヤレス・デバイス用アプリケーションを開発する場合、実際のワイヤレス・クライアント
からアプリケーションを実行するための環境にアクセスできない場合があります。そのような
場合は、シミュレータを使用してアプリケーションをテストすることができます。ただし、ア
プリケーションを本番環境にデプロイする前に、実際のワイヤレス・クライアントでアプリ
ケーションをテストできる環境を見つけておくか、設定しておくことを強くお薦めします。

8.6.1 シミュレータの使用シミュレータの使用シミュレータの使用シミュレータの使用
ワイヤレス・クライアントのシミュレータからアプリケーションにアクセスするには、次のよ
うに操作します。

1. 次の URL をシミュレータに入力します。

http://<host>:<port>/omsdk/rm

/omsdk/rmは、ワイヤレス・デバイス用アプリケーションを指しています。入力すると、次の
2 つのオプションが画面に表示されます。

� 「Go To...」

このオプションを選択すると、画面にテキスト・フィールドが表示され、参照する URL を
入力できます。
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� 「Samples」

このオプションを選択すると、画面（図 8-1、画面 1）に、特定のディレクトリにあるすべ
てのアプリケーションのリストが表示されます。

1. 「Samples」を選択します。

2. アプリケーションのリストの中から、目的のアプリケーションを選択して起動します。

8.6.2 実際のワイヤレス・クライアントの使用実際のワイヤレス・クライアントの使用実際のワイヤレス・クライアントの使用実際のワイヤレス・クライアントの使用
携帯電話、PDA など、実際の Web 対応のワイヤレス・クライアントからアプリケーションに
アクセスする場合には、パブリックにアクセスできる（アプリケーションがファイアウォール
の内部に存在しない）ことを確認してください。ワイヤレス・クライアントからのリクエスト
は、ゲートウェイを経由して送信されます。ゲートウェイは、パブリックにアクセスできるマ
シンのみと通信できます。

URL を入力して、「シミュレータの使用」に示す手順に従うと、使用するアプリケーションが
アプリケーションのリストに表示されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 8-3 ページの「ワイヤレス・デバイス用アプリケーションの画面」
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ポータル・フレームワークでの実
9

ポータル・フレームワークでの実行ポータル・フレームワークでの実行ポータル・フレームワークでの実行ポータル・フレームワークでの実行

サンプル・アプリケーションをポータル・フレームワーク内で実行させるには、アプリケー
ションに変更を加える必要があります。変更が必要になるのは、コントローラおよびアクショ
ン・ハンドラ・オブジェクトです。また、これらのオブジェクトを機能させるために、JSP
ファイルのリンクも編集する必要があります。モデル層（Employee EJB および Benefit EJB）
には、変更を加える必要はありません。

この章の項目は次のとおりです。

� ポータルでリクエストを処理する方法

� ポータルで実行されるアプリケーションの画面例

� アプリケーションに加える必要のある変更

� ポートレット内にあるページ間のリンクの更新

� forward メソッドの代替としての include メソッドの使用

� パラメータ名の保護

� 絶対パスへの変更
行 9-1



ポータルでリクエストを処理する方法
9.1 ポータルでリクエストを処理する方法ポータルでリクエストを処理する方法ポータルでリクエストを処理する方法ポータルでリクエストを処理する方法
図 9-1 に、ポータルでリクエストを処理する方法を示します。これは、Oracle Application 
Server Portal Developer Kit の API を使用してリンクとパラメータをコーディングする必要があ
る理由を理解するうえで重要です。

図図図図 9-1 ポータルでリクエストを処理する方法ポータルでリクエストを処理する方法ポータルでリクエストを処理する方法ポータルでリクエストを処理する方法

1. クライアントからリクエストが OracleAS のポータル・ページに送信されます。

2. ポータルでリクエストが処理されます。ポータルでは、リポジトリに対して問合せを実行
して、ポータル・ページをレンダリングするためのデータを提供する必要があるポータ
ル・プロバイダのリストを取得します。

3. リクエストがポータルから各プロバイダに送信されます。

4. プロバイダでは、リクエストを処理して、適切なデータをポータルに戻します。

5. ポータルでは、受け取ったデータを基にページを組み立てて、そのページをクライアント
に戻します。

9.2 ポータルで実行されるアプリケーションの画面例ポータルで実行されるアプリケーションの画面例ポータルで実行されるアプリケーションの画面例ポータルで実行されるアプリケーションの画面例
アプリケーションがポータルで稼働している場合の画面は、ポータルの外で稼働している場合
と基本的に同じです。異なる点は、ポータル・ページには、ユーザーと管理者によって定義さ
れているタブとアイコンが含まれることです。ユーザーおよび管理者は、ポータルの外観を個
別に設定することができます。詳細は、ポータル関連のマニュアルを参照してください。

図 9-2 ～図 9-6 に、ポータルで稼働しているサンプル・アプリケーションのページを示します。
これらのポータル・ページを、図 3-1 および図 3-2 に示す非ポータル・ページと比較してくださ
い。
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ポータルで実行されるアプリケーションの画面例
図図図図 9-2 ポータルでのポータルでのポータルでのポータルでの ID 入力ページ入力ページ入力ページ入力ページ

図図図図 9-3 ポータルでの従業員情報ページポータルでの従業員情報ページポータルでの従業員情報ページポータルでの従業員情報ページ
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ポータルで実行されるアプリケーションの画面例
図図図図 9-4 ポータルでの給付項目の追加ページポータルでの給付項目の追加ページポータルでの給付項目の追加ページポータルでの給付項目の追加ページ

図図図図 9-5 ポータルでの給付項目の削除ページポータルでの給付項目の削除ページポータルでの給付項目の削除ページポータルでの給付項目の削除ページ
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アプリケーションに加える必要のある変更
図図図図 9-6 ポータルでの正常終了ページポータルでの正常終了ページポータルでの正常終了ページポータルでの正常終了ページ

9.3 アプリケーションに加える必要のある変更アプリケーションに加える必要のある変更アプリケーションに加える必要のある変更アプリケーションに加える必要のある変更
ポータルでサンプル・アプリケーションを実行するには、アプリケーション自体に変更を加え
るほかに、アプリケーション以外のものを設定する必要もあります。

9.3.1 プロバイダおよびポータル・ページの設定プロバイダおよびポータル・ページの設定プロバイダおよびポータル・ページの設定プロバイダおよびポータル・ページの設定
サンプル・アプリケーションを実行するポータル環境を次のように設定する必要があります。

� プロバイダを設定し、サンプル・アプリケーションをプロバイダに登録します。

� ポータル・ページを設定し、そのページのいずれかの領域にサンプル・アプリケーション
が表示されるように定義します。

図 9-7 に、アプリケーションが表示されているサンプル・ポータル・ページを示します。ペー
ジの上部にあるタブをクリックすると、ポータルの別のページに移動できます。ポータル・
ページに別のタブを設定することもできます。
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アプリケーションに加える必要のある変更
図図図図 9-7 サンプル・アプリケーションが表示されているポータル・ページサンプル・アプリケーションが表示されているポータル・ページサンプル・アプリケーションが表示されているポータル・ページサンプル・アプリケーションが表示されているポータル・ページ

9.3.2 アプリケーションの編集アプリケーションの編集アプリケーションの編集アプリケーションの編集
アプリケーションをポータル環境で実行させるには、JPDK API へのコールを追加する必要があ
ります。

� ポートレット内の URL リンク（別のページを表示するリンク）を更新します。URL が設定
されているファイルが HTML ページの場合は、JSP ページに変更する必要があります。そ
の理由は、URL を動的にチェックする必要があるからです。

� forwardメソッドのかわりに、includeメソッドを起動します。includeメソッドを使
用するのは、そのポータルに他のポートレットからのデータを追加する必要があるためで
す。forwardメソッドを使用した場合は、そのポータルで他のポートレットからのデータ
を収集できなくなります。

� HttpPortletRendererUtilクラスの portletParameterメソッドを使用して、リク
エストのパラメータが一意の名前を持つように設定します。これによって、ポータル・
ページのアプリケーションでは、各アプリケーションのパラメータのみを読み取り、他の
アプリケーションのパラメータを読み取らないようにすることができます。また、このメ
ソッドを使用すると、パラメータ名の前に、各アプリケーションに対応する一意の文字列
が接頭辞として付加されるので、複数のアプリケーションで同じパラメータ名を使用する
ことができます。

� HTML タグに応じて、HttpPortalRendererUtilクラスの absoluteLinkメソッドま
たは htmlFormActionLinkメソッドを使用して、すべての URL パスを絶対パスにしま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-7 ページの「ポートレット内にあるページ間のリンクの更新」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-9 ページの「forward メソッドの代替としての include メソッ
ドの使用」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-9 ページの「パラメータ名の保護」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-11 ページの「絶対パスへの変更」
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ポートレット内にあるページ間のリンクの更新
9.4 ポートレット内にあるページ間のリンクの更新ポートレット内にあるページ間のリンクの更新ポートレット内にあるページ間のリンクの更新ポートレット内にあるページ間のリンクの更新
アプリケーションのあるページから、ポートレット内の別のページにリンクする必要がある場
合、<a>タグの href属性にリンク先ページの URL を指定するだけではリンクできません。そ
のかわりに、次のように設定する必要があります。

� HttpPortletRendererUtilクラスの parameterizeLinkメソッドを使用します。

� リクエストの問合せ文字列に next_pageパラメータを追加して、リンク先のページまた
はオブジェクトを指定します。

9.4.1 parameterizeLink メソッドメソッドメソッドメソッド
parameterizeLinkメソッドを使用すると、リンクに問合せ文字列を追加できます（リンク
に問合せ文字列が含まれない場合は、absoluteLinkメソッドを使用すればリンクできます）。

アプリケーションでは、次の場所で parameterizeLinkメソッドを使用する必要があります。

� ID 入力ページから従業員情報ページへのナビゲート

� 従業員情報ページから、給付項目の追加ページまたは給付項目の削除ページへのナビゲー
ト

影響を受けるファイルは、addBenefitToEmployee.jsp、
removeBenefitFromEmployee.jsp、queryEmployee.jsp、error.jspおよび
success.jspです。

次に、問合せ文字列に 2 つのパラメータが設定されたリンクの例を示します。

� ポータル環境外で実行している場合

// from addBenefitsToEmployees.jsp
<a href="/empbft/controller?action=queryEmployee&amp;empID=<%=empId%>">Query
      the same employee</a>

� ポータル環境内で実行している場合

// from addBenefitsToEmployees.jsp
<%
  String fAction = HttpPortletRendererUtil.portletParameter(request,
                         SessionHelper.ACTION_PARAMETER);
  String fEmpId  = HttpPortletRendererUtil.portletParameter(request,
                         SessionHelper.EMP_ID_PARAMETER);
%>
...
<a href="<%=HttpPortletRendererUtil.parameterizeLink(request,
    PortletRendererUtil.PAGE_LINK,
    HttpPortletRendererUtil.portletParameter(request, "next_page") +
              "=controller" + "&amp;" +
              fAction + "=queryEmployee" + "&amp;" +
              fEmpId + "=" + empId)%>">Query the same employee</a>

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-7 ページの「parameterizeLink メソッド」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-8 ページの「next_page パラメータ」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-11 ページの「絶対パスへの変更」
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ポートレット内にあるページ間のリンクの更新
9.4.2 next_page パラメータパラメータパラメータパラメータ
前述の例で、リンク先であるコントローラが next_pageパラメータの値として指定されてい
ることに気づいたと思います。このように指定されているのは、ポータル環境でのリクエスト
が常にそのポータルに送られるためです。リクエストは、その後、ポータルからプロバイダに
転送されます。リクエストをプロバイダから特定のターゲットに送信するには、そのターゲッ
トを next_pageパラメータに指定します。

next_pageパラメータの名前は、（webapp.warファイルの WEB-INF/providers/empbft
ディレクトリにある）provider.xmlファイルに指定されています。パラメータの名前は、任
意の名前にすることができます。この名前は、pageParameterNameタグの値です。

サンプル・アプリケーションの URL では、問合せ文字列に next_pageパラメータが設定され
ています。問合せ文字列は、ポータルからプロバイダに送信されます。プロバイダでは、次の
ことが実行されます。

1. プロバイダでは、next_pageパラメータを特殊なパラメータとみなします。

2. プロバイダから、このパラメータの値として指定されたターゲット（コントローラ）にリ
クエストが送信されます。

3. コントローラおよびアプリケーションのその他のオブジェクトによって、リクエストが通
常の方法で処理されます。

// provider.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<?providerDefinition version="3.1"?>

<provider class="oracle.portal.provider.v2.DefaultProviderDefinition">
   <session>false</session>
   <useOldStyleHeaders>false</useOldStyleHeaders>

   <portlet class="oracle.portal.provider.v2.DefaultPortletDefinition">
      <id>1</id>
      <name>EmployeeBenefit</name>
      <title>Employee Benefit Portlet</title>
      <description>This portlet provides access to Employee Benefit 
Application.</description>
      <timeout>10000</timeout>
      <timeoutMessage>Employee Benefit Portlet timed out</timeoutMessage>
      <showEdit>false</showEdit>
      <showEditDefault>false</showEditDefault>
      <showPreview>false</showPreview>
      <showDetails>false</showDetails>
      <hasHelp>false</hasHelp>
      <hasAbout>false</hasAbout>
      <acceptContentType>text/html</acceptContentType>
      <renderer class="oracle.portal.provider.v2.render.RenderManager">
         <renderContainer>true</renderContainer>
         <contentType>text/html</contentType>
         <showPage>index.jsp</showPage>
         <pageParameterName>next_page</pageParameterName>
      </renderer>
   </portlet>

</provider>

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-2 ページの「ポータルでリクエストを処理する方法」
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パラメータ名の保護
9.4.3 ID 入力ページへのリンク入力ページへのリンク入力ページへのリンク入力ページへのリンク
ここで説明する内容は、サンプル・アプリケーションの ID 入力ページにリンクするための特殊
な場合です。このリンクは、アプリケーションへの 初のリンクとして使用できます。

ID 入力ページへのリンクを作成してポータル・ページに表示するには、次の URL を使用しま
す。

<%@ page import="oracle.portal.provider.v2.render.http.HttpPortletRendererUtil" %>
<%@ page import="oracle.portal.provider.v2.render.PortletRendererUtil" %>
...
<a href="<%=HttpPortletRendererUtil.parameterizeLink(request,
     PortletRendererUtil.PAGE_LINK,
     HttpPortletRendererUtil.portletParameter(request, "next_page") + "=controller")%>">

<a>タグでは、JSP スクリプトレットを使用します。これは、このリンクを JSP ファイルに含
める必要があることを意味します。HTML ファイルに含めることはできません。

href属性では JPDK API を使用して、ポータルでリンクを正しく処理できるようにするととも
に、アプリケーションからコントローラ・オブジェクトにリクエストを送信できるようにしま
す。この章では、リンクをこのような方法で設定する必要がある理由について説明しています。

OracleAS によって JSP スクリプトレットを実行すると、リンクは次のようになります。

http://<host>/servlet/page?_pageid=58,60&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&
                     _pirefnull.next_page=controller

9.5 forward メソッドの代替としてのメソッドの代替としてのメソッドの代替としてのメソッドの代替としての include メソッドの使用メソッドの使用メソッドの使用メソッドの使用
forwardメソッドのかわりに、includeメソッドをコールします。includeメソッドを使用
するのは、そのポータルに他のプロバイダからのデータを追加する必要があるためです。
forwardメソッドを使用した場合は、そのポータルで他のプロバイダからのデータを収集でき
なくなります。図 9-1 を参照してください。

� ポータル環境外で実行している場合

RequestDispatcher rq = req.getRequestDispatcher(forward);
rq.forward(req, res);

� ポータル環境内で実行している場合

RequestDispatcher rq = req.getRequestDispatcher(forward);
rq.include(req, res);

forwardをコールするクラスは、AbstractActionHandler抽象クラスのみです。

9.6 パラメータ名の保護パラメータ名の保護パラメータ名の保護パラメータ名の保護
ポータルで使用するページのパラメータ名が、他のページのパラメータ名と競合しないように
します。パラメータ名を保護するには、HttpPortletRendererUtilクラスの
portletParameterメソッドをコールして、そのパラメータが一意の名前を持つようにしま
す。このメソッドを使用すると、パラメータ名の前に、各アプリケーションに対応する一意の
文字列が接頭辞として付加されるので、複数のアプリケーションで同じパラメータ名を安全に
使用することができます。

このメソッドを使用すると、ポータル・ページのアプリケーションでは、各アプリケーション
のパラメータのみを読み取り、他のアプリケーションのパラメータを読み取らないようにする
ことができます。

HTML フォームのすべてのフィールド名を保護するために、このメソッドを使用する必要があ
ります。各フィールドの値を取得および設定するときに、このメソッドを使用してください。
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パラメータ名の保護
影響を受けるファイルは、AddBenefitToEmployee.java、Controller.java、
QueryEmployee.java、RemoveBenefitFromEmployee.java、
addBenefitToEmployee.jsp、removeBenefitFromEmployee.jsp、
queryEmployee.jsp、error.jspおよび success.jspです。

このメソッドを使用してパラメータを保護する場合、そのリンクは次のようになります。

� 給付項目追加のアクションの場合

http://<host>/servlet/page?_pageid=58%2C60&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&
_pirefnull.action=addBenefitToEmployee&_pirefnull.next_page=controller&
_pirefnull.empID=125

� 給付項目削除のアクションの場合

http://<host>/servlet/page?_pageid=58%2C60&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&
_pirefnull.action=removeBenefitFromEmployee&
_pirefnull.next_page=controller&_pirefnull.empID=125

� 従業員問合せのアクションの場合

http://<host>/servlet/page?_pageid=58%2C60&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&
_pirefnull.action=queryEmployee&_pirefnull.next_page=controller&
_pirefnull.empID=125

このアプリケーションで使用するパラメータには、_pirefnullという接頭辞が付加されてい
ます。この URL の中にあるその他のパラメータは、ポータルで必要なパラメータです。この
URL では、コントローラを直接指していないことに注意してください。そのかわりに、_
pirefnull.next_pageパラメータを使用して、コントローラでリクエストを処理するよう指
定しています。

9.6.1 パラメータ値の取得パラメータ値の取得パラメータ値の取得パラメータ値の取得
次に、2 つのパラメータの値を取得する場合のコード例を示します。

� ポータル環境外で実行している場合

// from AddBenefitToEmployee.java
String benefits[] = req.getParameterValues(SessionHelper.BENEFIT_PARAMETER);
String client = req.getParameter(SessionHelper.CLIENT_TYPE_PARAMETER);

� ポータル環境内で実行している場合

// from AddBenefitToEmployee.java
import oracle.portal.provider.v2.render.http.HttpPortletRendererUtil;
...
String fBenefits = HttpPortletRendererUtil.portletParameter(req,
                   SessionHelper.BENEFIT_PARAMETER);
String benefits[] = req.getParameterValues(fBenefits);
String fClient = HttpPortletRendererUtil.portletParameter(req,
                 SessionHelper.CLIENT_TYPE_PARAMETER);
String client = req.getParameter(fClient);

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-8 ページの「next_page パラメータ」
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絶対パスへの変更
9.6.2 パラメータ値の設定パラメータ値の設定パラメータ値の設定パラメータ値の設定
パラメータがフォーム要素（チェック・ボックス、非表示の要素など）を示す場合は、パラ
メータを使用する前に、portletParameterメソッドをコールして、パラメータ名を保護す
る必要があります。次に、フォームに BENEFIT_PARAMETERを設定する場合のコード例を示
します。

// from addBenefitsToEmployees.jsp
String fBenefits = HttpPortletRendererUtil.portletParameter(
                       request, SessionHelper.BENEFIT_PARAMETER);
<form ... >
...
<input type="checkbox" name="<%=fBenefits%>" value="<%=b.getId()%>">

9.7 絶対パスへの変更絶対パスへの変更絶対パスへの変更絶対パスへの変更
HTML タグに応じて、HttpPortalRendererUtilクラスの absoluteLinkメソッドまたは
htmlFormActionLinkメソッドを使用して、すべての URL パスを絶対パスにします。

OracleAS ではリクエストを 初にポータルに送信した後、ポータルからプロバイダに送信する
ため、現行のページに対する相対パスを使用することはできません。図 9-1 を参照してくださ
い。プロバイダがリクエストを受信したときには、現行パスはポータルであり、現行ページで
はありません。絶対パスを使用することにより、プロバイダが適切なオブジェクトを見つける
ことができるようになります。

影響を受けるファイルは、addBenefitToEmployee.jsp、
removeBenefitFromEmployee.jsp、queryEmployee.jsp、error.jspおよび
success.jspです。

9.7.1 <a> タグおよびタグおよびタグおよびタグおよび <link> タグタグタグタグ
<a>タグおよび <link>タグのパスを修飾するには、absoluteLinkメソッドを使用します。

� ポータル環境外で実行している場合

// from addBenefitToEmployee.jsp
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/blaf.css">

� ポータル環境内で実行している場合

// from addBenefitToEmployee.jsp
<link rel="stylesheet" type="text/css"
  href="<%= HttpPortletRendererUtil.absoluteLink(request,
                       "./css/blaf.css")%>"
>

9.7.2 <form> タグタグタグタグ
<form> タグのパスを修飾するには、htmlFormActionLinkメソッドを使用します。

� ポータル環境外で実行している場合

// from addBenefitToEmployee.jsp
<form method="GET" action="/empbft/controller">

� ポータル環境内で実行している場合

// from addBenefitToEmployee.jsp
<form method="GET"
  action="<%=HttpPortletRendererUtil.htmlFormActionLink(request,
                            PortletRendererUtil.PAGE_LINK)%>">
<%=HttpPortletRendererUtil.htmlFormHiddenFields(request,
          PortletRendererUtil.PAGE_LINK)%>
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<input type="hidden"
  name="<%=HttpPortletRendererUtil.portletParameter(request, "next_page")%>"
  value="controller">

このポータル用のアクション属性ではコントローラを指していないことに注意してください。
そのかわりに、ポータルを指しています。フォームの実際のターゲットは、next_pageと呼ば
れる非表示フィールドに指定されます。この非表示フィールドの値によってターゲットが指定
されます。

フォームを使用する場合は、_dad、_schemaなどのパラメータも設定する必要があります。
これらのパラメータはポータルで必要になります。これらのパラメータを設定するには、
htmlFormHiddenFieldsメソッドを使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-8 ページの「next_page パラメータ」
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第第第第 III 部部部部

サンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーション 2

第 III 部では、サンプル・アプリケーション 2 について説明します。この部は、次の章で構成さ
れています。

� 第 10 章「EJB 2.0 の機能を使用するための EJB の更新」

� 第 11 章「アプリケーションでの Web サービスの有効化」





EJB 2.0 の機能を使用するための EJB
10

EJB 2.0 の機能を使用するためのの機能を使用するためのの機能を使用するためのの機能を使用するための EJB の更新の更新の更新の更新

この章では、サンプル・アプリケーション 2 の実装について説明します。章の前半では、アプ
リケーションでのビジネス・メソッドについて説明します。後半では、データベース表へのア
プリケーションの EJB のマップ方法について説明します。

この章の項目は次のとおりです。

� サンプル・アプリケーション 2 の概要

� employeeCount メソッドの詳細

� listBenefits メソッドの詳細

� addNewBenefit メソッドの詳細

� listBenefitsOfEmployee メソッドの詳細

� countEnrollmentsForBenefit メソッドの詳細

� Entity Bean およびデータベース表

� Entity Bean の関係フィールド
の更新 10-1



サンプル・アプリケーション 2 の概要
10.1 サンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーション 2 の概要の概要の概要の概要
サンプル・アプリケーション 2 では、クライアントが Web サービスを介して起動可能なビジネ
ス処理が提供されます。サンプル・アプリケーション 3 は、ビジネス処理を起動できるクライ
アントの例です。

ビジネス処理には、HR スキーマのデータへのアクセスおよび更新が含まれます。HR スキーマ
はサンプル・アプリケーション 1 で使用するスキーマと同じスキーマです。

アプリケーションは、EJB を使用してビジネス処理を実装します。EJB は、コンテナ管理の永続
性、EJB Query Language、ローカル・インタフェース、コンテナ管理の関連性などの機能を使
用します。

サンプル・アプリケーション 2 にはページが表示されないため、JSP または JSP サーブレット
は含まれていません。EJB およびサポートされている Java クラスのみが含まれます。このアプ
リケーションの処理は、Web サービスを介してクライアントによってアクセスされ、結果がク
ライアント・アプリケーションによって表示されます。

10.1.1 サンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーション 2 でのビジネス処理でのビジネス処理でのビジネス処理でのビジネス処理
サンプル・アプリケーション 2 では、次のビジネス処理が実装されます。

� すべての給付項目の表示

� 新しい給付項目の追加

� 従業員数のカウント

� 従業員の給付項目の表示

� 特定の給付項目に登録されている従業員数のカウント

この処理を実装するには、アプリケーションは Entity Bean および Session Bean を使用します。

この章の後半で、各ビジネス処理の詳細を説明します。

Entity Bean は柔軟なモデルを提供します。Entity Bean は新しい表および列を作成して、それ
らを移入できます。また、既存の表も使用できます。サンプル・アプリケーションでは、既存
の表を使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 11 章「アプリケーションでの Web サービスの有効化」（11-1
ページ）

表表表表 10-1 サンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーション 2 でのでのでのでの EJB

EJB 説明説明説明説明

Employee（Entity Bean） Employee Entity Bean には、従業員情報（従業員 ID、

氏名、住所、従業員が選択した給付項目など）のフィー
ルドがあります。

Benefit（Entity Bean） Benefit Entity Bean には、給付項目情報（給付項目 ID、

給付項目名、給付項目の説明、その給付項目を持つ従業
員など）のフィールドがあります。

EmployeeBenefitManager（Session 
Bean）

EmployeeBenefitManager EJB は、アプリケーションの

クライアントにインタフェースを提供するステートレス
Session Bean です。クライアントは、

EmployeeBenefitManager のメソッドをコールし、アプ

リケーションのビジネス処理にアクセスします。これら
のメソッドによって、Employee Entry Bean および

Benefit Entry Bean のメソッドが起動されます。クライ

アントは、Employee Bean および Benefit Bean を直接

コールしません。
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サンプル・アプリケーション 2 の概要
図 10-1 に、アプリケーション内での EJB 間の動作の関係を示します。ここで説明する内容は、
次のとおりです。

� EmployeeBenefitManager Session Bean のビジネス・メソッド

� Employee Entity Bean および Benefit Entity Bean のフィールドおよびメソッドの一部

� 従業員には 0 個以上の給付項目、給付項目には 0 人以上の従業員を対応付けることができま
す。

図図図図 10-1 EJB のののの UML 図図図図

10.1.2 サンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーション 2 の設計の設計の設計の設計
サンプル・アプリケーション 2 では、セッション・ファサード設計パターンを使用します。こ
れは、Entity Bean のメソッドがクライアントに表示されないことを意味します。かわりに、ク
ライアントは、EmployeeBenefitManager Session Bean のメソッドをコールしてビジネス処
理を起動します。Session Bean のメソッドが Entity Bean のその他のメソッドを起動します。
Entity Bean の存在は、クライアントには認識されません。

10.1.3 Entity Bean によって使用されるによって使用されるによって使用されるによって使用される EJB 2.0 機能機能機能機能
Entity Bean は、EJB 2.0 仕様の機能を使用します。特に、次の機能を使用します。

� コンテナ管理の永続性（CMP）（Bean 管理の永続性（BMP）は使用しない）

� 従業員と給付項目間のコンテナ管理の関連性

� ローカル・インタフェース（リモート・インタフェースは使用しない）

� EJB Query Language（QL）
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employeeCount メソッドの詳細
これらの機能は、EmployeeBenefitManager Session Bean には適用されないことに注意して
ください。この Session Bean は、リモート・クライアントがこの Session Bean を起動できるよ
うに、リモート・インタフェース（ローカル・インタフェースではない）を使用します。リ
モート・クライアントは、別の JVM または別のアプリケーションで実行されるクライアントで
す。Session Bean がローカル・インタフェースを使用していた場合は、同じアプリケーション
で実行されているクライアントのみがこの Session Bean を起動できます。

Entity Bean の永続フィールドの永続フィールドの永続フィールドの永続フィールド

Entity Bean には、データベース表に格納されるデータ用のフィールドがあります。Employee 
Entity Bean のフィールドの例は、Employee ID、First Name、Last Name および Hire Date で
す。Benefit Entity Bean のフィールドの例は、Benefit ID、Benefit Name、Last Name および
Description です。

EmployeeBenefitManager Session Bean を有効にして、Entity Bean のフィールドにアクセ
スするには、各フィールドに対して次のタスクを実行します。

� ローカル・インタフェースの各フィールドに対して、アクセッサ・メソッド（取得メソッ
ドおよび設定メソッド）を宣言します（EmployeeLocal.javaおよび
BenefitLocal.java）。

たとえば、First Name フィールドには、getFirstNameおよび setFirstNameメソッド
が宣言されます。

� Bean 実装クラスのアクセッサ・メソッドに対して抽象メソッドを作成します
（EmployeeBean.javaおよび BenefitBean.java）。

コンテナは抽象メソッドを取得してコードを実装し、取得処理または設定処理を実行しま
す。コンテナはデータベースに接続して、値を取得または設定します。

� orion-ejb-jar.xmlファイルの表の列にフィールドをマップします。フィールド名は
データベース内の表の列名と一致しないため、この操作は必ず実行してください。

10.2 employeeCount メソッドの詳細メソッドの詳細メソッドの詳細メソッドの詳細
従業員数を取得する場合、クライアントは EmployeeBenefitManager Session Bean の
employeeCountメソッドをコールします。このメソッドは、Employee Entity Bean の対応す
るメソッドをコールします。クライアントは、Employee Entity Bean のメソッドを直接起動し
ません。

// EmployeeBenefitManagerBean.java
public int employeeCount()
{
   try
   {
      return getEmployeeLocalHome().employeeCount();
   }
   catch(Exception e)
   {
      e.printStackTrace();
      throw new EJBException(e);
   }
}

// The following method gets the local home object for the Employee bean.
private EmployeeLocalHome getEmployeeLocalHome() throws NamingException
{
   final InitialContext context = new InitialContext();
   return (EmployeeLocalHome)context.lookup("java:comp/env/ejb/EmployeeLocal");
}

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 10-10 ページの「ローカル・インタフェースの永続フィールド」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 10-11 ページの「orion-ejb-jar.xml ファイルの永続フィールド」
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listBenefits メソッドの詳細
EmployeeLocalHomeインタフェースでは、employeeCountメソッドによって
EmployeeBeanクラスの ejbHomeEmployeeCountメソッドが実行されます。

// EmployeeBean.java
public int ejbHomeEmployeeCount()
{
   try
   {
      return ejbSelectAllEmployees().size();
   }
   catch(FinderException fe)
   {
      return 0;
   }
}

public abstract Collection ejbSelectAllEmployees() throws FinderException;

ejbSelectAllEmployeesメソッドは EJB QL を使用してその結果を取得します。メソッド名
およびメソッドの EJB QL 文は ejb-jar.xmlファイルに定義されます。

// ejb-jar.xml
<entity>
   <description>Entity Bean ( CMP )</description>
   <display-name>Employee</display-name>
   <ejb-name>Employee</ejb-name>
   ... lines omitted ...
   <abstract-schema-name>Employee</abstract-schema-name>
   ... lines omitted ...
   <query>
      <query-method>
         <method-name>ejbSelectAllEmployees</method-name>
         <method-params/>
      </query-method>
      <ejb-ql>select object(e) from Employee e</ejb-ql>
   </query>
   ... lines omitted ...
</entity>

このメソッドの起動時に <method-name>要素はメソッド名を、<ejb-ql>要素は実行する
EJB QL 文を指定します。<abstract-schema-name>要素は EJB QL 文で使用する名前を指定
して、Entity Bean を識別します。

EJB QL 文では、Employee参照と <abstract-schema-name>要素で指定される名前が一致
します。この文は、すべての Employee Entity Bean を選択し、Employee Bean の Collection
を ejbHomeEmployeeCountメソッドに戻します。このメソッドは sizeメソッドを使用し
て、Collection内の要素の数を決定します。

10.3 listBenefits メソッドの詳細メソッドの詳細メソッドの詳細メソッドの詳細
すべての給付項目リストを取得する場合、クライアントは EmployeeBenefitManager 
Session Bean の listBenefitsメソッドをコールします。このメソッドは、Benefit Bean の
findAllメソッドをコールします。

// EmployeeBenefitManagerBean.java
public BenefitModel[] listBenefits()
{
   int count = 0;
   BenefitModel[] returnBenefits;
   Collection allBenefits = null;
   BenefitLocal benefitLocal = null;
   BenefitModel benefit = null;
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listBenefits メソッドの詳細
   try
   {
      allBenefits = getBenefitLocalHome().findAll();
      returnBenefits = new BenefitModel[allBenefits.size()];
      Iterator iter = allBenefits.iterator();
      while(iter.hasNext())
      {
         benefitLocal = (BenefitLocal)iter.next();
         benefit = new BenefitModel(benefitLocal.getBenefitId(),
                                    benefitLocal.getName(),
                                    benefitLocal.getDescription());
         returnBenefits[count++]=benefit;
      }
      return returnBenefits;
   }
   catch(Exception e)
   {
      e.printStackTrace();
      throw new EJBException(e);
   }
}

findAllメソッドは特別なメソッドです。BenefitLocalHomeインタフェースでメソッドを
宣言します。ただし、このメソッドは BenefitBeanクラスで実装しないでください。コンテ
ナがメソッドを実装します。ejb-jar.xmlファイルに、メソッドに対する問合せ文を定義す
る必要はありません（問合せ文は自動的に生成されます）。

例例例例 10-1 BenefitLocalHome.java

// BenefitLocalHome.java
public interface BenefitLocalHome extends EJBLocalHome
{
   BenefitLocal create() throws CreateException;
   BenefitLocal findByPrimaryKey(Long primaryKey) throws FinderException;
   Collection findAll() throws FinderException;
   BenefitLocal create(Long benefitId, String name) throws CreateException;
   BenefitLocal findByName(String name) throws FinderException;
}

findAllメソッドは、BenefitLocalインスタンスの Collectionを戻します。
listBenefitsメソッドは、Collectionを繰り返し処理して、配列にメンバーを保存しま
す。その後、BenefitModelインスタンスの配列をクライアントに戻します。

BenefitModelクラスは、Benefit オブジェクトに対するフィールドを含む JavaBean です。

// BenefitModel.java
package empbft.component.model;
import java.io.Serializable;
public class BenefitModel implements Serializable
{
   private Long _id;
   private String _name;
   private String _description;
   /**
    *  No-Arg constructor required to satisfy contract as a JavaBean. Do
    *  <B>NOT</B> use this constructor.  It will throw a RuntimeException
    *  when used.
    *
    *  @throws RuntimeException
    */
   public BenefitModel()
   {
      throw new RuntimeException(getClass().getName() +
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                     ": This is not a valid constructor for this object.");
   }
   /**
    * Constructs a new benefit model containing the details for the benefit.
    */
   public BenefitModel(Long id, String name, String description)
   {
      this._id = id;
      this._name = name;
      this._description = description;
   }

   public String getDescription()   {      return _description;   }
   public void  setDescription(String new_description)
   {
      _description = new_description;
   }

   public Long getId()  {      return _id;  }
   public void setId(Long new_id)   {      _id = new_id;   }

   public String getName()   {      return _name;  }
   public void setName(String new_name)   {    _name = new_name;  }
}

10.4 addNewBenefit メソッドの詳細メソッドの詳細メソッドの詳細メソッドの詳細
新しい給付項目を追加する場合、クライアントは EmployeeBenefitManager Session Bean の
addNewBenefitメソッドをコールします。このメソッドは、BenefitLocalHomeインタ
フェースの createメソッドをコールします。

// EmployeeBenefitManagerBean.java
public void addNewBenefit(Long benefitId, String benefitName,
                          String benefitDescription)
{
   try
   {
      BenefitLocal newBenefit =
                       getBenefitLocalHome().create(benefitId,benefitName);
      if(benefitDescription!=null)
         newBenefit.setDescription(benefitDescription);
   }
   catch(Exception e)
   {
      e.printStackTrace();
      throw new EJBException("Error adding new benefit item : " + e);
   }
}

BenefitLocalHomeインタフェースの createメソッドは、BenefitBeanクラスの
ejbCreateメソッドを実行します。ejbCreateメソッドで、benefit ID および name フィー
ルドを移入し、NULL を戻します。コンテナが実際に Bean を作成し、Bean をコール元に戻し
ます。ejbCreateメソッドの戻り値の型は、Entity Bean の主キーの型と同じです。

// BenefitBean.java
public Long ejbCreate(Long benefitId, String name)
{
   setBenefitId(benefitId);
   setName(name);
   return null;
}
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クライアントが情報を提供している場合、addNewBenefitメソッドは給付項目に新しい情報
を追加します。

10.5 listBenefitsOfEmployee メソッドの詳細メソッドの詳細メソッドの詳細メソッドの詳細
指定した従業員の給付項目リストを取得する場合、クライアントは 
EmployeeBenefitManager Session Bean の listBenefitsOfEmployeeメソッドをコール
します。このメソッドは Employee Bean の getBenefitsメソッドをコールして、指定した
従業員の Benefit ローカル・インタフェースのオブジェクトの Collection を戻します。

// EmployeeBenefitManagerBean.java
public BenefitModel[] listBenefitsOfEmployee(long employeeId)
{
   EmployeeLocal employee = null;
   Collection allBenefits = null;
   BenefitModel benefits[];
   BenefitLocal benefit = null;
   BenefitModel benefitModel = null;

   try
   {
      // Find the employee, then get their benefits
      employee = getEmployeeLocalHome().findByPrimaryKey(new Long(employeeId));
      allBenefits = employee.getBenefits();
      benefits = new BenefitModel[allBenefits.size()];
      Iterator iter = allBenefits.iterator();

      int count = 0;
      while(iter.hasNext())
      {
         benefit = (BenefitLocal)iter.next();
         benefitModel = new BenefitModel(
                        (Long)benefit.getPrimaryKey(),
                        benefit.getName(),
                        benefit.getDescription());
         benefits[count++] = benefitModel;
      }
      return benefits;
   }
   catch(NamingException ne)
   {
      ne.printStackTrace();
      throw new EJBException("Could not find Employee " + employeeId);
   }
   catch(FinderException fe)
   {
      fe.printStackTrace();
      throw new EJBException("Could not find Employee " + employeeId);
   }
}

listBenefitsOfEmployeeメソッドは、入力パラメータとして従業員 ID を取得します。こ
のメソッドは Employee Bean の findByPrimaryKeyメソッドをコールして、選択した
Employee のインスタンスを取得します。その後、インスタンス上の getBenefitsメソッド
をコールします。

その他の取得メソッドおよび設定メソッドと同様に、getBenefitsメソッドは EJB コンテナ
によって実装された抽象メソッドです。

getBenefitsメソッドは、listBenefitsOfEmployeeメソッド
（EmployeeBenefitManager内）に Collectionを戻します。その後、BenefitModelの
内容の配列に Collectionの内容を抽出し、クライアントに戻します。
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listBenefitsOfEmployeeメソッドおよび countEnrollmentsForBenefitメソッド（次
の項を参照）は、Employee Entity Bean および Benefit Entity Bean の両方を使用することに注
意してください。両方の Entity Bean を使用するには関係フィールドが必要です。

10.6 countEnrollmentsForBenefit メソッドの詳細メソッドの詳細メソッドの詳細メソッドの詳細
指定した給付項目に登録されている従業員数を取得する場合、クライアントは
EmployeeBenefitManager Session Bean の countEnrollmentsForBenefitメソッドを
コールします。このメソッドは、Benefit Bean の getEmployeesメソッドをコールします。

// EmployeeBenefitManagerBean.java
public int countEnrollmentsForBenefit(long benefitId)
{
   try
   {
      BenefitLocal benefit =
                  getBenefitLocalHome().findByPrimaryKey(new Long(benefitId));
      Collection employees = benefit.getEmployees();
      return employees.size();
   }
   catch(Exception e)
   {
      e.printStackTrace();
      throw new EJBException(e);
   }
}

EmployeeBenefitManager Session Bean は findByPrimaryKeyメソッドを使用して、該当
する給付項目を表す Benefit Bean のインスタンスを検索します。findByPrimaryKeyメ
ソッドは、コンテナによって実装されます。このメソッドは BenefitLocalHomeインタ
フェース（例 10-1 を参照）で宣言します。ただし、BenefitBeanクラスでは定義しないでく
ださい。

countEnrollmentsForBenefitメソッドは、findByPrimaryKeyによって戻されたインス
タンス上の getEmployeesメソッドをコールします。その後、sizeメソッドをコールして、
リストの従業員数を取得します。

countEnrollmentsForBenefitメソッドおよび listBenefitsOfEmployeeメソッド（前
の項を参照）は、Employee Entity Bean および Benefit Entity Bean の両方を使用することに
注意してください。両方の Entity Bean を使用するには関係フィールドが必要です。

10.7 Entity Bean およびデータベース表およびデータベース表およびデータベース表およびデータベース表
Employee Entity Bean および Benefit Entity Bean はコンテナ管理の永続性（CMP）を使用
します。これは、Entity Bean の永続フィールドを表列にマップする必要があることを意味しま
す（コンテナを設定して自動マッピングできます）。

Employee Entity Bean および Benefit Entity Bean のほとんどのフィールドは、データベース
の EMPLOYEESおよび BENEFIT表の列にマップされます。Bean は表によって異なる名前を
持っています。また、Bean のフィールド名は列名と一致しないため、ejb-jar.xmlおよび
orion-ejb-jar.xmlファイルに手動で名前をマップする必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 10-12 ページの「Entity Bean の関係フィールド」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 10-12 ページの「Entity Bean の関係フィールド」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Containers for J2EE Enterprise 
JavaBeans 開発者ガイド』
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10.7.1 ejb-jar.xml ファイルの永続フィールドファイルの永続フィールドファイルの永続フィールドファイルの永続フィールド
ejb-jar.xmlファイルでは、<cmp-field><field-name>要素によって永続フィールドが
定義されます。次に、例を示します。

// ejb-jar.xml
<entity>
  <description>Entity Bean ( CMP )</description>
  <display-name>Employee</display-name>
  <ejb-name>Employee</ejb-name>

  <local-home>empbft.component.employee.ejb20.EmployeeLocalHome</local-home>
  <local>empbft.component.employee.ejb20.EmployeeLocal</local>
  <ejb-class>empbft.component.employee.ejb20.EmployeeBean</ejb-class>
  <persistence-type>Container</persistence-type>
  ... lines omitted ...
  <cmp-field><field-name>employeeId</field-name></cmp-field>
  <cmp-field><field-name>firstName</field-name></cmp-field>
  <cmp-field><field-name>lastName</field-name></cmp-field>
  <cmp-field><field-name>emailAddress</field-name></cmp-field>
  <cmp-field><field-name>phoneNumber</field-name></cmp-field>
  <cmp-field><field-name>hireDate</field-name></cmp-field>
  ... lines omitted ...
</entity>

<entity>
   <description>Entity Bean ( CMP )</description>
   <display-name>Benefit</display-name>
   <ejb-name>Benefit</ejb-name>

   <local-home>empbft.component.benefit.ejb20.BenefitLocalHome</local-home>
   <local>empbft.component.benefit.ejb20.BenefitLocal</local>
   <ejb-class>empbft.component.benefit.ejb20.BenefitBean</ejb-class>
   <persistence-type>Container</persistence-type>
   <prim-key-class>java.lang.Long</prim-key-class>
   ... lines omitted ...
   <cmp-field><field-name>benefitId</field-name></cmp-field>
   <cmp-field><field-name>name</field-name></cmp-field>
   <cmp-field><field-name>description</field-name></cmp-field>
   ... lines omitted ...
</entity>

10.7.2 ローカル・インタフェースの永続フィールドローカル・インタフェースの永続フィールドローカル・インタフェースの永続フィールドローカル・インタフェースの永続フィールド
ローカル・インタフェース（EmployeeLocalおよび BenefitLocal）では、永続フィールド
を定義する場合、1 組のアクセッサ・メソッド（取得メソッドおよび設定メソッド）を宣言し
ます。

// EmployeeLocal.java
package empbft.component.employee.ejb20;
import javax.ejb.EJBLocalObject;
import java.util.Collection;
import java.sql.Timestamp;
public interface EmployeeLocal extends EJBLocalObject
{
   Long getEmployeeId();
   void setEmployeeId(Long newEmployeeId);
   String getFirstName();
   void setFirstName(String newFirstName);
   String getLastName();
   void setLastName(String newLastName);
   ... lines omitted ...
   Timestamp getHireDate();
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   void setHireDate(Timestamp newHireDate);
   ... lines omitted ...
   Collection getBenefits();
   void setBenefits(Collection newBenefits);
}

// BenefitLocal.java
package empbft.component.benefit.ejb20;
import javax.ejb.EJBLocalObject;
import java.util.Collection;
public interface BenefitLocal extends EJBLocalObject
{
   Long getBenefitId();
   void setBenefitId(Long newBenefitId);
   String getName();
   void setName(String newName);
   String getDescription();
   void setDescription(String newDescription);
   Collection getEmployees();
   void setEmployees(Collection newEmployees);
}

10.7.3 orion-ejb-jar.xml ファイルの永続フィールドファイルの永続フィールドファイルの永続フィールドファイルの永続フィールド
orion-ejb-jar.xmlファイルを使用して、Entity Bean の永続フィールドを表列にマップし
ます。次の orion-ejb-jar.xmlファイルの行は、Employee Entity Bean の一部のフィール
ドのマッピングを示しています。

// orion-ejb-jar.xml
<entity-deployment name="Employee" copy-by-value="false"
                   data-source="jdbc/OracleDS"
                   exclusive-write-access="false" location="Employee"
                   table="EMPLOYEES">
   <primkey-mapping>
      <cmp-field-mapping name="employeeId" persistence-name="EMPLOYEE_ID"
                                           persistence-type="number(6)"/>
   </primkey-mapping>
   <cmp-field-mapping name="firstName" persistence-name="FIRST_NAME"
                                       persistence-type="VARCHAR2(20)"/>
   <cmp-field-mapping name="lastName"  persistence-name="LAST_NAME"
                                       persistence-type="VARCHAR2(25)"/>
   <cmp-field-mapping name="hireDate"  persistence-name="HIRE_DATE"
                                       persistence-type="DATE"/>
   ... lines omitted ...
</entity-deployment>

ヒントヒントヒントヒント : orion-ejb-jar.xmlファイルを 初から作成しない場合は、
OC4J でファイルを生成します。その後、生成されたファイルを編集し、
正しい値を入力します。手順は次のとおりです。

1. orion-ejb-jar.xmlファイルを使用せずにアプリケーションをデプロ

イします。OC4J によって orion-ejb-jar.xmlファイルが生成されま

す。

2. 生成された orion-ejb-jar.xmlファイルを編集します。このファイル

は、$ORACLE_
HOME/j2ee/home/application-deployments/<app-name>/<ejb-
module-name>ディレクトリに格納されています。

3. 編集したファイルを ejb-jar.xmlファイルと同じディレクトリに格納

し、アプリケーションを再デプロイします。
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表 10-2 に <entity-deployment>要素の一部の属性を示します。

<cmp-field-mapping>要素はフィールドを列にマップします。name属性はフィールド名を
指定し、persistence-name属性は列名を指定します。

10.8 Entity Bean の関係フィールドの関係フィールドの関係フィールドの関係フィールド
Employee Entity Bean および Benefit Entity Bean のほとんどの永続フィールドは、データ
ベースの EMPLOYEESおよび BENEFITS表内の対応する列に整然とマップされます。また、
countEmployeesメソッドは Employee Bean にのみアクセスし、listBenefitsメソッドお
よび addNewBenefitメソッドは Benefit Bean にのみアクセスします。

ただし、listBenefitsOfEmployeeメソッドおよび countEnrollmentsForBenefitメ
ソッドは、両方の Bean にアクセスします。

� listBenefitsOfEmployeeメソッドは従業員 ID を取得し、従業員が選択した給付項目
を戻します。1 人の従業員に、0 個以上の給付項目が対応する場合があります。

� countEnrollmentsForBenefitメソッドは給付項目 ID を取得し、その給付項目に登録
している従業員の数を戻します。1 つの給付項目に、0 人以上の給付対象者が対応する場合
があります。

これらの 2 つのメソッドを実行するには、Employee Entity Bean と Benefit Entity Bean 間に多
対多の関係を設定する必要があります。関係の形式を多対多にした場合、従業員 ID を使用して
給付項目を、給付項目 ID を使用して従業員を検索できます。

どの従業員がどの給付項目を持つのかを判断するには、多対多の関係でデータベースの
EMPLOYEE_BENEFIT_ITEMS表にアクセスする必要があります。EMPLOYEE_BENEFIT_ITEMS
表は、1 人の従業員に複数の給付項目を対応付け、1 つの給付項目に複数の従業員を対応付ける
ことができる対応表です。

表 10-3 に EMPLOYEE_BENEFIT_ITEMS表のサンプル列を示します。サンプル列には、従業員
ID 101 に 2 つの給付項目、給付項目 ID 1 に 2 人の給付対象者が対応付けられていることが示さ
れています。

<relationships>要素を使用して、ejb-jar.xmlファイルに関係を設定します。この親要
素の下で、<ejb-relation>要素が各関係を定義します。

表表表表 10-2 <entity-deployment> 要素の属性の説明要素の属性の説明要素の属性の説明要素の属性の説明

属性属性属性属性 説明説明説明説明

name Entity Bean を識別します。この値は、ejb-jar.xmlファイルの <ejb-name>
要素で指定された名前と一致します。

table データベース内の表を識別します。

location Entity Bean の JNDI 名を指定します。

data-source データベースを識別します。この値は data-sources.xml ファイルで示されたデー

タベースを参照します。

表表表表 10-3 EMPLOYEE_BENEFIT_ITEMS 表のサンプル・データ表のサンプル・データ表のサンプル・データ表のサンプル・データ

EMPLOYEE_ID BENEFIT_ID ELECTION_DATE

101 1 1/5/2003

101 2 1/5/2003

102 1 1/6/2003
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関係はフィールドと連動しています。関係フィールドの名前は <cmr-field-name>要素で定
義されます。この場合、関係フィールドの名前は「benefits」および「employees」です。

// ejb-jar.xml
<relationships>
   <ejb-relation>
      <ejb-relation-name>Employee-Has-Benefits</ejb-relation-name>

      <ejb-relationship-role>
         <ejb-relationship-role-name>Employee-Has-Benefits
                                   </ejb-relationship-role-name>
         <multiplicity>Many</multiplicity>
         <relationship-role-source>
            <ejb-name>Employee</ejb-name>
         </relationship-role-source>
         <cmr-field>
            <cmr-field-name>benefits</cmr-field-name>
            <cmr-field-type>java.util.Collection</cmr-field-type>
         </cmr-field>
      </ejb-relationship-role>

      <ejb-relationship-role>
         <ejb-relationship-role-name>Benefits-Are-For-Employees
                                   </ejb-relationship-role-name>
         <multiplicity>Many</multiplicity>
         <relationship-role-source>
            <ejb-name>Benefit</ejb-name>
         </relationship-role-source>
         <cmr-field>
            <cmr-field-name>employees</cmr-field-name>
            <cmr-field-type>java.util.Collection</cmr-field-type>
         </cmr-field>
      </ejb-relationship-role>
   </ejb-relation>
</relationships>

関係フィールドには永続フィールドと共通する次の特徴があります。

� ローカル・インタフェースのフィールドに取得メソッドおよび設定メソッドを定義する必
要があること。メソッド名は、Employee Entity Bean の場合は getBenefitsおよび
setBenefits、Benefit Entity Bean の場合は getEmployeesおよび setEmployeesで
す。

� 関係フィールドを orion-ejb-jar.xmlファイルの表列にマップすること。例 10-2 に
Employee Bean に対するマッピングを、例 10-3 に Benefit Bean に対するマッピングを示し
ます。

例例例例 10-2 Employee Entity Bean に対するに対するに対するに対する <entity-deployment> セクションセクションセクションセクション

// orion-ejb-jar.xml
<entity-deployment name="Employee" copy-by-value="false"
                       data-source="jdbc/OracleDS"
                       exclusive-write-access="false" location="Employee"
                       table="EMPLOYEES">
   ... other cmp-field-mapping elements omitted ...
   <cmp-field-mapping name="benefits">
      <collection-mapping table="EMPLOYEE_BENEFIT_ITEMS">

         <primkey-mapping>
            <cmp-field-mapping name="employeeId">
               <entity-ref>
                  <cmp-field-mapping name="employeeId"
                                     persistence-name="EMPLOYEE_ID"
                                     persistence-type="NUMBER(6)"/>
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               </entity-ref>
            </cmp-field-mapping>
         </primkey-mapping>

         <value-mapping type="empbft.component.benefit.ejb20.BenefitLocal">
            <cmp-field-mapping name="benefitId">
               <entity-ref>
                  <cmp-field-mapping name="benefitId"
                                     persistence-name="BENEFIT_ID"
                                     persistence-type="NUMBER(6)"/>
               </entity-ref>
            </cmp-field-mapping>
         </value-mapping>
      </collection-mapping>
   </cmp-field-mapping>
</entity-deployment>

次のことに注意してください。

� <cmp-field-mapping>要素の name属性は、ejb-jar.xmlファイルで定義された関係
の名前と同じです。

� <collection-mapping>要素の table属性は対応表の名前を指定します。

� <cmp-field-mapping>要素の persistence-name 属性は主キー列の名前を指定します。

� <primkey-mapping>要素の場合は、<cmp-field-mapping>要素が、現行の Bean
（Employee Bean）の主キーにマップされる対応表の外部キー列の名前を指定します。

� <value-mapping>要素の場合は、<cmp-field-mapping>要素が、ターゲットの Bean
（Benefit Bean）の主キーにマップされる対応表の外部キー列の名前を指定します。

例 10-3 に、Benefit Entity Bean の <entity-deployment>要素の内容を示します。この内容
は Employee Bean の内容と類似しています。

<primkey-mapping>要素および <value-mapping>要素の値は、Employee Bean と逆に
なっていることに注意してください。Benefit Bean の <primkey-mapping>要素は、
BENEFIT_ID列を指定します。また <value-mapping>要素は EMPLOYEE_ID列を指定しま
す。

例例例例 10-3 Benefit Entity Bean に対するに対するに対するに対する <entity-deployment> セクションセクションセクションセクション

// orion-ejb-jar.xml
<entity-deployment name="Benefit" copy-by-value="false"
                       data-source="jdbc/OracleDS"
                       exclusive-write-access="false" location="Benefit"
                       table="BENEFITS">
   <primkey-mapping>
      <cmp-field-mapping name="benefitId"
                         persistence-name="BENEFIT_ID"
                         persistence-type="number(6)"/>
   </primkey-mapping>
   <cmp-field-mapping name="name"
                      persistence-name="BENEFIT_NAME"
                      persistence-type="varchar2(50)"/>
   <cmp-field-mapping name="description"
                      persistence-name="BENEFIT_DESCRIPTION"
                      persistence-type="varchar2(255)"/>

   <cmp-field-mapping name="employees">
      <collection-mapping table="EMPLOYEE_BENEFIT_ITEMS">

         <primkey-mapping>
            <cmp-field-mapping name="benefitId">
               <entity-ref home="Benefit">
                  <cmp-field-mapping name="benefitId"
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                                     persistence-name="BENEFIT_ID" />
               </entity-ref>
            </cmp-field-mapping>
         </primkey-mapping>

         <value-mapping type="empbft.component.employee.ejb20.EmployeeLocal">
            <cmp-field-mapping name="employeeId">
               <entity-ref home="Employee">
                  <cmp-field-mapping name="employeeId"
                                     persistence-name="EMPLOYEE_ID" />
               </entity-ref>
            </cmp-field-mapping>
         </value-mapping>
      </collection-mapping>
   </cmp-field-mapping>
</entity-deployment>
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11

アプリケーションでのアプリケーションでのアプリケーションでのアプリケーションでの Web サービスの有効化サービスの有効化サービスの有効化サービスの有効化

アプリケーションのビジネス・ロジックを Web サービスとして公開すると、ビジネス・パート
ナおよびその他のクライアントは、そのビジネス・ロジックにアクセスできます。これらのク
ライアントには、Web ベース・クライアント（JSP など）および非 Web ベース・クライアント
（スタンドアロンの Java アプリケーションなど）が含まれます。

アプリケーションのビジネス・ロジックを Web サービスとして公開する場合は、クライアント
がコールできるメソッドおよびそのパラメータを指定します。クライアント・アプリケーショ
ンの開発者は、公開したメソッド用のクライアント・サイドのプロキシ・クラス（プロキシ・
スタブ）、およびメソッド名とそのパラメータを指定する WSDL ファイルをダウンロードしま
す。その後、開発者は、プロキシ・クラスで提供されているメソッドをコールして、リモート
Web サービスと透過的に対話します。プロキシ・クラスは、Java オブジェクトと SOAP 間の
マーシャリングと非マーシャリングや、公開した Web サービス・ロケーションとの間での
SOAP メッセージの送受信など、Web サービスとのリモート対話をすべて管理します。

この章では、サンプル・アプリケーション 2 で Web サービスを有効にする方法について説明し
ます。また、JSP クライアント・アプリケーションを作成して Web サービスにアクセスする方
法についても説明します。JSP クライアントは別のアプリケーションの一部です。JSP は、公開
した Web サービスを使用するために、外部のビジネス・パートナが実行できる作業をシミュ
レートします。

この章の項目は次のとおりです。

� サンプル・アプリケーション 2 での Web サービスの有効化

� Web サービス・クライアント・アプリケーションの作成

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Web Services 開発者ガイド』
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11.1 サンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーション 2 でのでのでのでの Web サービスの有効化サービスの有効化サービスの有効化サービスの有効化
Web サービスとして公開するサンプル・アプリケーション 2 のビジネス・ロジックは、
EmployeeBenefitManagerステートレス・セッションの EJB に含まれます。Web サービス
のクライアントは、リモート・インタフェースに表示されるメソッドを起動できます。

前の章で、EmployeeBenefitManagerステートレス Session Bean が、サンプル・アプリケー
ションのビジネス・ロジックを提供することを説明しました。この Session Bean はセッショ
ン・ファサード設計パターンに基づいて、別の EJB コンポーネントを使用してタスクを実行し
ます。

サンプル・アプリケーションで Web サービスを有効にするには、次の手順を実行します。

1. パラメータのデータ型および戻り値が、Web サービスで有効であることを確認します。

2. クラス・ファイルおよびデプロイメント・ディスクリプタ（ejb-jar.xmlと
orion-ejb-jar.xml）を含む JAR ファイルを作成します。

これは J2EE アプリケーション用の通常の JAR ファイルです。Web サービスのため、通常
の JAR ファイルと異なることはありません。

3. 構成ファイルを作成して、次の手順で実行する Web Services Assembly ツールに入力値を
提供します。

構成ファイルは、JAR ファイルの位置、公開したサンプル・アプリケーションのメソッド
に Web サービスのクライアントがアクセスできる URL、Web サービスとして公開するビ
ジネス・ロジックを提供する EJB の名前などの情報を提供します。

オプションで、Java インタフェース・オブジェクトを追加することもできます。このオブ
ジェクトは、Web サービスで公開する EJB のメソッドを識別するマーカーとして動作しま
す。このオブジェクトを追加しない場合、Web Services Assembly ツールは EJB のリモー
ト・インタフェースで各メソッドを公開します。このアプリケーションの例では Session 
Bean の各メソッドが公開されるため、Java インタフェース・オブジェクトを追加する必要
はありません。

4. Web Services Assembly ツール（WebServicesAssembler.jar）を実行して、EAR ファ
イルを作成します。

5. EAR ファイルをデプロイします。

6. 公開したメソッドをテストします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 有効なデータ型の一覧については、『Oracle Application Server 
Web Services 開発者ガイド』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 11-3 ページの「Web Services Assembly ツールの構成ファイルの
作成」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Java インタフェース・オブジェクトの詳細は、『Oracle 
Application Server Web Services 開発者ガイド』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 11-4 ページの「Web Services Assembly ツールの実行」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 11-7 ページの「Web サービスのホームページからの公開メソッ
ドのテスト」
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11.1.1 Web Services Assembly ツールの構成ファイルの作成ツールの構成ファイルの作成ツールの構成ファイルの作成ツールの構成ファイルの作成
サンプル・アプリケーション 2 の構成ファイル ws-assemble.xmlには、次の行が含まれま
す。

<web-service>
  <display-name>Employee Benefit Manager Web Service</display-name>
  <destination-path>build/empbft-ws.ear</destination-path>
  <temporary-directory>.</temporary-directory>
  <context>/employeebenefitmanager</context>

  <stateless-session-ejb-service>
    <path>build/empbft/empbft-ejb.jar</path>
    <uri>/Service</uri>
    <ejb-name>EmployeeBenefitManager</ejb-name>
  </stateless-session-ejb-service>
</web-service>

この場合、ファイルに wsdl-gen要素が指定されていません。そのため、Web Services 
Assembly ツールは、EAR ファイルに含める WSDL ファイルを生成しません。実行中、クライ
アントが WSDL をリクエストすると、OracleAS Web Services のランタイムがそのクライアン
トに対して WSDL を生成します。

表 11-1 に構成ファイルの要素を示します。すべての要素の詳細は、次の関連項目を参照してく
ださい。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Web Services 開発者ガイド』

表表表表 11-1 Web Services Assembly ツールに対する構成ファイルの要素ツールに対する構成ファイルの要素ツールに対する構成ファイルの要素ツールに対する構成ファイルの要素

要素要素要素要素 説明説明説明説明

web-service これは構成ファイルの 上位の要素です。

display-name Web Services Assembly ツールは、application.xmlファイルの

display-name要素にこの値を指定します。

destination-path この要素は、Web Services Assembly ツールによって生成された EAR ファ

イルの名前および位置を指定します。

temporary-directory この要素は、Web Services Assembly ツールが一時ファイルを格納できる

ディレクトリを指定します。

context Web Services Assembly ツールは、application.xmlファイルの

context-root要素にこの値を指定します。

この要素は、アプリケーションの Web サービスの情報をダウンロードする

ためにクライアントが使用する URL の前半を指定します。URL の後半は

uri要素で指定します。

stateless-session-ejb-service これは、Web サービスを提供するステートレス Session Bean の親要素です。

path この要素は、ステートレス Session Bean を含む JAR ファイルを指定しま

す。

uri Web Services Assembly ツールは、web.xmlファイルの url-pattern要

素にこの値をコピーします。

この要素は、アプリケーションの Web サービスの情報をダウンロードする

ためにクライアントが使用する URL の後半を提供します。この URL の前

半は、context要素で指定します。

ejb-name この要素は、ステートレス Session Bean の名前を指定します。
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11.1.2 Web Services Assembly ツールの実行ツールの実行ツールの実行ツールの実行
Web Services Assembly ツールを実行するコマンドは次のとおりです。

prompt> java -jar $ORACLE_HOME/webservices/lib/WebServicesAssembler.jar -config ws-assemble.xml

Web Services Assembly ツールは次の操作を実行します。

� 公開したビジネス・ロジックに対して、Web サービスのクライアント・サイドのプロキ
シ・クラスを生成します。

� Web サービスにエンドポイント URL（uri要素から取得）を設定します。

この URL を使用して、Web サービスのホームページにアクセスします。クライアント・
アプリケーションの開発者も、問合せ文字列を追加してこの URL を使用し、Web サービ
ス用の WSDL ファイルおよびプロキシ・クラスをダウンロードします。

� EJB によって提供された Web サービスのホームページを生成します。このホームページに
は、公開した Web サービスをテストできるリンクが含まれます。

� EAR ファイルの application.xmlファイルを生成します。

Web Services Assembly ツールは、context要素および display-name要素からの値を、
このファイルに移入します。また、パス要素で指定した JAR ファイルの名前を
application.xmlファイルの ejb要素に挿入します。

� WAR ファイルの web.xmlファイルを生成します。

Web Services Assembly ツールは、構成ファイルの uri要素から Web サービスのエンドポ
イント URL を取得し、web.xmlファイルに挿入します。

� アプリケーションの EAR ファイルを生成します。

表 11-2 に EAR ファイルの内容を示します。このファイルには、empbft-ejb.jar、
empbft-ws_web.warおよび application.xmlの 3 つの主要なファイルが含まれます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 11-5 ページの図 11-1「Web Services Assembly ツールによる
application.xml ファイルの生成方法」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 11-6 ページの図 11-2「Web Services Assembly ツールによる
web.xml ファイルの生成方法」

表表表表 11-2 生成された生成された生成された生成された EAR ファイルのファイルファイルのファイルファイルのファイルファイルのファイル

ファイルファイルファイルファイル 説明説明説明説明

empbft-ejb.jar EJB のクラス・ファイルおよび EJB についての情報を提供する 2 つ

の XML ファイルを含みます。

empbft-ws_web.war index.htmlファイルを含みます。このファイルは、

application.xmlファイルで指定した URL を使用してアプリ

ケーションにアクセスした場合に戻されます。

WAR ファイルには web.xmlファイルも含まれます。このファイル

は、EJB によって公開された Web サービスのホームページにアクセ

スするための URL を指定します。

application.xml EAR ファイル内のファイルおよびアプリケーションのコンテキス

ト・ルート URL を表示します。
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図 11-3 に EAR ファイルの内容を示します。

図図図図 11-1 Web Services Assembly ツールによるツールによるツールによるツールによる application.xml ファイルの生成方法ファイルの生成方法ファイルの生成方法ファイルの生成方法
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図図図図 11-2 Web Services Assembly ツールによるツールによるツールによるツールによる web.xml ファイルの生成方法ファイルの生成方法ファイルの生成方法ファイルの生成方法
11-6　Oracle Application Server アプリケーション開発者ガイド



サンプル・アプリケーション 2 での Web サービスの有効化
図図図図 11-3 生成された生成された生成された生成された EAR ファイルの内容ファイルの内容ファイルの内容ファイルの内容

11.1.3 アプリケーションのデプロイアプリケーションのデプロイアプリケーションのデプロイアプリケーションのデプロイ
Web Services Assembly ツールによって EAR ファイルが生成された後、アプリケーションをデ
プロイできます。次のコマンドでは、dcmctlコマンドを使用してアプリケーションをデプロ
イします。

prompt> cd $ORACLE_HOME/dcm/bin
prompt> ./dcmctl deployApplication -file /home/joe/build/empbft-ws.ear -a empbft

11.1.4 Web サービスのホームページからの公開メソッドのテストサービスのホームページからの公開メソッドのテストサービスのホームページからの公開メソッドのテストサービスのホームページからの公開メソッドのテスト
ホームページから Web サービスをテストできます。

1. Web サービスのホームページを開きます。

「Web Services Assembly ツールの構成ファイルの作成」で作成した構成ファイルで、ホー
ムページの URL を指定します。この URL は context要素と uri要素の値が組み合され
た値です。この場合、contextの値は /employeebenefitmanager、uriの値は
/Serviceです。したがって、サーブレットの URL は
/employeebenefitmanager/Serviceとなります。
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図 11-4 にホームページを示します。

図図図図 11-4 Web サービスのホームページサービスのホームページサービスのホームページサービスのホームページ

2. メソッドをクリックします。メソッドのパラメータ値を入力できるページが表示されます。

3. メソッドにパラメータ値がある場合は、パラメータ値を入力します。

図 11-5 に、listBenefitsOfEmployeeメソッドのパラメータ・ページを示します。こ
のメソッドには従業員 ID が必要です。このメソッドの場合、「long value」を実際の従業
員 ID の値（たとえば 188）に置き換えます。

図図図図 11-5 パラメータ値の入力ページパラメータ値の入力ページパラメータ値の入力ページパラメータ値の入力ページ
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4. パラメータ・ページの「Invoke」をクリックして、メソッドを起動します。

図 11-6 に、listBenefitsOfEmployeeメソッドに戻される XML を示します。

ホームページは、基本的には Web サービスのテストおよびトラブルシューティングに使用
するツールで、未加工の XML データを表示します。クライアントがメソッドを起動する
と、リクエストがプロキシ・クラスを通過します。このプロキシ・クラスは XML データ
を解析し、メソッドが戻すもののみを戻します。クライアントは未加工の XML データを
解析する必要はありません。

図図図図 11-6 listBenefitsOfEmployee メソッドの戻り値メソッドの戻り値メソッドの戻り値メソッドの戻り値

「「「「Invoke」をクリックした後の動作」をクリックした後の動作」をクリックした後の動作」をクリックした後の動作

図 11-7 に、「Invoke」をクリックした後の動作を示します。

1. 「Invoke」をクリックすると、ブラウザはサーブレットとして実装されているホームページ
に HTTP リクエストを送信します。リクエストには、必要に応じて、起動するメソッドお
よびそのメソッドのパラメータ値についての情報が含まれます。

2. ホームページのサーブレットは、情報が含まれた XML 文書を作成し、SOAP メッセージと
して OracleAS Web Services サーブレットに送信します。

3. OracleAS Web Services サーブレットは、XML 文書を読み取り、Java オブジェクトを作成
してメソッドを起動します。

4. Java オブジェクトは指定した EJB でメソッドを起動します。

5. EJB は Java オブジェクトに結果を戻します。

6. Java オブジェクトは OracleAS Web Services サーブレットに結果を戻します。

7. OracleAS Web Services サーブレットは、XML 文書を作成し、その XML 文書に結果を挿入
します。その後、その XML 文書をホームページのサーブレットに送信します。

8. ホームページのサーブレットは、その XML 文書をクライアントに戻します。
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図図図図 11-7 リクエスト・フローリクエスト・フローリクエスト・フローリクエスト・フロー

11.2 Web サービス・クライアント・アプリケーションの作成サービス・クライアント・アプリケーションの作成サービス・クライアント・アプリケーションの作成サービス・クライアント・アプリケーションの作成
公開したメソッドをアプリケーションでテストした後、他の開発者に対して、公開したメソッ
ドへの Web サービスを介したアクセスを許可できます。この項では、サンプル・アプリケー
ション 2 の EmployeeBenefitManagerクラスによって提供されるメソッドを起動するクラ
イアント・アプリケーションについて説明します。

11.2.1 Web サービス・クライアントの設計サービス・クライアントの設計サービス・クライアントの設計サービス・クライアントの設計
サンプル・クライアントは MVC 設計パターン（第 2 章「アプリケーションの設計」を参照）
を使用します。MVC は、ビュー（データの表示方法を決定）からモデル（ビジネス・ロジック
を処理）を分離します。コントローラはリクエストを適切なクラスに送信します。

サンプル・クライアントの、Web サービスを起動する部分がモデルです。モデルを構成するク
ラスはリクエストをビジネス・ロジック処理するため、ハンドラ・クラスと呼ばれます。

ハンドラ・クラスは、生成されたプロキシ・クラスを使用して Web サービスを起動します。こ
のプロキシ・クラスは、Web サービスを提供するホストおよびアプリケーションに静的にバイ
ンドされています。

Web サービスを動的に起動するサービスを動的に起動するサービスを動的に起動するサービスを動的に起動する Web サービス・クライアントサービス・クライアントサービス・クライアントサービス・クライアント

プロキシ・クラスを使用するクライアントを作成するかわりに、Web サービスを動的に起動す
るクライアントを作成できます。WSDL ファイルを使用して、独自のクライアントを 初から
生成することもできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : クライアントのタイプについては、『Oracle Application Server 
Web Services 開発者ガイド』を参照してください。
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Web サービス・クライアントのその他の設計方法サービス・クライアントのその他の設計方法サービス・クライアントのその他の設計方法サービス・クライアントのその他の設計方法

この項で説明するサンプル・クライアントは、標準 J2EE アプリケーションです。したがって、
このサンプル・クライアントは J2EE アプリケーションのガイドラインに基づいています。異な
る点は、クライアント・アプリケーションが、生成されたプロキシ・クラスを WAR ファイル
に含んでいることです。

Web サービスはその他のタイプのクライアント（JSP、スタンドアロンの Java アプリケーショ
ンなど）も使用できます。これらのクライアント・アプリケーションを使用する場合は、これ
らのタイプのアプリケーションのガイドラインに従う必要があります。

クライアントはアプリケーションと同じマシン、異なるマシンまたは異なるネットワーク上の
マシンで起動することができます。

11.2.2 Web サービス・クライアントの開発手順サービス・クライアントの開発手順サービス・クライアントの開発手順サービス・クライアントの開発手順
生成されたプロキシ・クラスを使用してクライアントを開発する場合は、次の手順を実行しま
す。

1. 第 11.1 項「サンプル・アプリケーション 2 での Web サービスの有効化」で作成したサンプ
ル・アプリケーションをデプロイしたホストから、EmployeeBenefitManager Bean の
プロキシ・クラス（zip ファイルで格納）をダウンロードします。

プロキシ・クラスのダウンロードに使用する URL は次のとおりです。

http://<hostname>:<port>/employeebenefitmanager/Service?proxy_jar

2. ZIP ファイルを CLASSPATH に追加します。

3. WSDL ファイルをダウンロードします。このファイルには、公開したメソッドおよびその
メソッドに必要なパラメータの説明があります。

WSDL ファイルのダウンロードに使用する URL は次のとおりです。

http://<hostname>:<port>/employeebenefitmanager/Service?WSDL

4. ハンドラ・クラスを作成して、プロキシ・クラスのメソッドを起動します。

5. JSP ファイル、MVC クラスおよびダウンロードしたプロキシ・クラスを含む WAR ファイ
ルを作成します。Web アプリケーションの場合は、WAR ファイルの WEB-INF/libディ
レクトリにプロキシ・クラスを格納します。

6. WAR ファイルおよび application.xmlファイルを含む EAR ファイルを作成します。

7. EAR ファイルをデプロイします。
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11.2.3 Web サービス・クライアントのディレクトリ構造サービス・クライアントのディレクトリ構造サービス・クライアントのディレクトリ構造サービス・クライアントのディレクトリ構造
図 11-8 に、Web サービス・クライアントのファイルの構成を示します。

図図図図 11-8 Web サービス・クライアントのディレクトリ構造サービス・クライアントのディレクトリ構造サービス・クライアントのディレクトリ構造サービス・クライアントのディレクトリ構造

11.2.4 Web サービス・クライアントのリクエスト・フローサービス・クライアントのリクエスト・フローサービス・クライアントのリクエスト・フローサービス・クライアントのリクエスト・フロー
Web サービス・クライアントは MVC 設計パターン（第 2 章「アプリケーションの設計」を参
照）を使用します。このパターンは、クライアントによるリクエストへの応答方法を示します。

1. 初に、Web サービス・クライアントのサーブレットがリクエストを処理します。この
サーブレットは、リクエストの問合せ文字列を確認して、リクエストを処理するクラスを
決定します。

2. リクエストを処理するハンドラ・クラスには、performActionと呼ばれるメソッドがあ
ります。サーブレットは、ハンドラ・クラスのこのメソッドを起動します。
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3. プロキシ・スタブのメソッドを起動する場合、クラスは次の操作を実行します。

a. プロキシ・スタブのインスタンス（この場合は EmployeeBenefitManagerProxy）
を取得します。インスタンスが存在しない場合は、次のように指定して作成します。

EmployeeBenefitManagerProxy proxy = new EmployeeBenefitManagerProxy();

Web サービス・クライアントでは、セッションの間、SessionHelperクラスがプロ
キシ・クラスをインスタンス化および維持します。

b. プロキシ・クラスのメソッドを起動します。このメソッドは、リモート Web サービス
上の対応するメソッドを起動します。次に、例を示します。

Object[] model = proxy.listBenefits();

Web サービス・クライアントでは、ハンドラ・クラスはメソッドの結果を属性として
リクエストに格納します。その後、ハンドラ・クラスは JSP にリクエストを転送しま
す。JSP は、属性に対応付けられた JavaBean オブジェクトを転送されたリクエストか
ら取得し、ページにデータを表示します。

11.2.5 Web サービス・クライアントの画面サービス・クライアントの画面サービス・クライアントの画面サービス・クライアントの画面
クライアントを起動すると、次の画面が表示されます。

1. クライアントを起動します。クライアントの URL は、次のとおりです。

http://host:port/benefitmgr

host を、クライアント・アプリケーションをデプロイしたホスト名に置き換えます。port
を、Oracle HTTP Server がリスニングしているポート番号に置き換えます。

図 11-9 にクライアントの 初のページを示します。

図図図図 11-9 Web サービス・クライアントの 初のページサービス・クライアントの 初のページサービス・クライアントの 初のページサービス・クライアントの 初のページ

2. タイトルの下の項目をクリックして、Web サービスを介してメソッドを起動します。

メソッドにパラメータが必要ない場合は、クライアントがプロキシ・クラスを介してメ
ソッドを起動します。プロキシ・クラスはリクエストを適切な XML 形式にパッケージし、
ホストに送信します。このフローは、Web サービス・アプリケーションをテストした場合
と同様のフローです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : フロー図は、11-10 ページの図 11-7「リクエスト・フロー」を参
照してください。
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メソッドにパラメータが必要な場合は、クライアントによってパラメータに値を入力でき
るページが表示されます。たとえば、「Add New Benefit」オプションをクリックすると、
クライアントによって次のページが表示されます。

 データを入力して発行ボタンをクリックすると、プロキシ・クラスによってリクエストが
送信されます。

図図図図 11-10 Add New Benefit のパラメータ・ページのパラメータ・ページのパラメータ・ページのパラメータ・ページ

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 11-14 ページの図 11-10「Add New Benefit のパラメータ・ペー
ジ」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : リクエスト・フロー図は、11-10 ページの図 11-7「リクエスト・
フロー」を参照してください。
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構成ファイ
A

構成ファイル構成ファイル構成ファイル構成ファイル

この付録には、サンプル・アプリケーション 1 をデプロイおよび実行するために必要な構成
ファイルを示します。

� server.xml

� default-web-site.xml

� data-sources.xml

server.xmlファイルおよび default-web-site.xmlファイルは、アプリケーションを定
義します。また、Oracle Application Server のワイヤレス機能で使用するアプリケーションで
ある maskも、これらのファイルによって定義されています。

これらの構成ファイルは、J2EE_HOME/configディレクトリにあります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 構成ファイルの詳細は、『Oracle Application Server Containers 
for J2EE ユーザーズ・ガイド』を参照してください。
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server.xml
A.1 server.xml
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE application-server
   PUBLIC "-//Oracle//DTD OC4J Application-server 9.04//EN"
   "http://xmlns.oracle.com/ias/dtds/application-server-09_04.dtd">
<application-server
      application-directory="../applications"
      deployment-directory="../application-deployments"
      transaction-log="../persistence/omsdk.state" >
   <rmi-config path="./omsdk-rmi.xml" />
   <log>
      <file path="../log/omsdk-server.log" />
   </log>
   <global-application name="default" path="./application.xml" />
   <global-web-app-config path="global-web-application.xml" />
   <web-site path="./omsdk-web-site.xml" />
   <application name="omsdk"
             path="../applications/omsdk.ear" auto-start="true" />
   <application name="empbft"
             path="../applications/empbft.ear" auto-start="true" />
</application-server>

A.2 default-web-site.xml
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE web-site PUBLIC "-//Oracle/DTD OC4J Web-site 9.04//EN"
                 "http://xmlns.oracle.com/ias/dtds/web-site-9_04.dtd">
<!-- change the host name below to your own host name. Localhost will -->
<!-- not work with clustering -->
<web-site
       port="9000"
       display-name="Default OracleAS Containers for J2EE Web Site">
   <default-web-app application="default" name="defaultWebApp" />
   <web-app application="omsdk" name="omsdk" root="/omsdk"
                   load-on-startup="true"/>
   <web-app application="empbft" name="web" root="/empbft"
                   load-on-startup="true"/>
   <!-- Access Log, where requests are logged to -->
   <access-log path="../log/omsdk-web-access.log" />
</web-site>
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A.3 data-sources.xml
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE data-sources PUBLIC "Orion data-sources"
               "http://xmlns.oracle.com/ias/dtds/data-sources-9_04.dtd">
<data-sources>
   <data-source
       class="com.evermind.sql.DriverManagerDataSource"
       name="OracleDS"
       location="jdbc/OracleCoreDS"
       xa-location="jdbc/xa/OracleXADS"
       ejb-location="jdbc/OracleDS"
       connection-driver="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
       username="hr"
       password="hr"
       url="jdbc:oracle:thin:@doliu-sun:1521:db3"
       inactivity-timeout="30"
   />
</data-sources>
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