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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、Oracle Internet File System（Oracle 9iFS）の動作をカスタマイズした
り、開発プラットフォームとして Oracle 9iFSを使用して、新規アプリケーションを作成す
る方法について説明します。この項の内容は、次のとおりです。

� 対象読者

� このマニュアルの構成

� サンプル・コード

� 関連文書

� 表記規則
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対象読者対象読者対象読者対象読者
このマニュアルは、XMLと Javaを使用して独自のファイル・システム・アプリケーション
を作成するアプリケーション開発者を対象としています。 

Oracle 9iFSは、単純なプレゼンテーション層の設計や、ファイル・システムのアクションと
外部データベース・スキーマとの複雑な相互作用など、広範囲な開発の可能性をもたらしま
す。どのようなカスタマイズ作業の場合にもフレームワーク全体を完全に把握する必要があ
るとはかぎらず、Oracle 9iFS Java API全体はごくわずかな部分を占めるにすぎません。

このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成
このマニュアルは、次の章と付録で構成されています。

 第 1章 Oracle Internet File 
System SDKスタート・
ガイド

Oracle 9iFS Software Development Kit（SDK）
に基づいてアプリケーションを作成するための
要件の概要を説明します。 

 第 2章 Oracle 9iFSの詳細 システム要素の概要、主なデータベース機能、
開発者が Oracle 9iFSのアーキテクチャを理解
する上でポイントとなる拡張性について説明し
ます。

第 3章 Java APIの概要 Oracle 9iFS Java APIの概要を説明します。こ
の章は、各クラスに固有の情報を調べる場合の
リファレンスとして使用できます。 

第 4章 Oracle Internet File 
Systemドキュメントの
作成

用意されている Documentクラスをプログラ
ムで処理して、汎用 Documentオブジェクト
を作成する方法について説明します。また、カ
スタマイズの概念を構築するための基礎につい
ても説明します。

第 5章 コンテンツ・タイプと
属性の拡張

Oracle 9iFSのコンテンツ・タイプの階層を拡
張し、独自の型を持つ情報を管理する方法につ
いて説明します。

第 6章 任意のメタデータと動
作の適用

コンテンツ・タイプに任意のメタデータと動作
を適用する方法について説明します。 

第 7章 属性の妥当性チェック Oracle 9iFSで属性を検証する 3つの方法、つ
まり、値のデフォルト、値のドメインおよびク
ラスのドメインの使用方法について説明しま
す。
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第 8章 検索アプリケーション
の構築

Oracle 9iFSのセレクタおよび検索機能を使用
して検索アプリケーションを構築する方法につ
いて説明します。

第 9章 カスタム・パーサーの
作成

Oracle 9iFSでのカスタム・パーサーの作成と
使用について説明します。

第 10章 XMLおよび Oracle 
Internet File System

XMLデータを処理できるように Oracle 9iFSに
組み込まれている特定のサポートについて説明
します。

第 11章 カスタム・レンダラの
作成

カスタム・レンダラの作成について説明しま
す。

第 12章 Webインタフェースの
カスタマイズ

ユーザーが HTMLブラウザを使用してカスタ
ム・ドキュメント・タイプの属性を表示し、変
更できるように、カスタム・ユーザー・インタ
フェースを作成する方法について説明します。 

第 13章 カスタム・サーバーの
作成

カスタム・プロトコル・サーバーおよびエー
ジェントの作成、テストおよび配置プロセスに
ついて説明します。

第 14章 カスタム・アプリケー
ションでのバージョニ
ングの実装

Oracle 9iFSによるバージョニングの実装方法
と、カスタム・アプリケーションにバージョニ
ングを実装する方法について説明します。

第 15章 セキュリティ Oracle 9iFSで情報を保護する方法について説
明します。

第 16章 セッションおよびトラ
ンザクションの管理

セッション管理の詳細について説明します。

第 17章 コンテンツ・タイプの
動作のカスタマイズ

コンテンツ・タイプの動作をカスタマイズする
方法について説明します。 

第 18章 プログラムによる電子
メールの送受信

カスタム・アプリケーションで JavaMail API
と Oracle 9iFS Java APIを使用して、Oracle 
9iFSで電子メールをプログラムにより送受信す
る方法について説明します。 

付録 A エラー・メッセージ アプリケーションの開発中に発生する代表的な
エラー・メッセージについて説明します。 
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サンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード
このマニュアルには、サンプル・コードが記載されている箇所があります。このマニュアル
に抜粋されたプログラムの原型は、このマニュアルに添付の Sample_Codeディレクトリに
あります。

関連文書関連文書関連文書関連文書
詳細は、Internet File Systemおよび Oracle9iデータベースのマニュアル・セットの次のマ
ニュアルを参照してください。各マニュアルには、HTML形式と PDF形式が用意されてい
ます。

� 『Oracle Internet File Systemリリース・ノート』。このリリースの Oracle 9iFSに関する
特殊情報が含まれています。

� 『Oracle Internet File Systemインストレーション・ガイド』。Oracle 9iFSのインストール
方法と構成方法が記載されています。

� 『Oracle Internet File Systemセットアップおよび管理ガイド』。Oracle 9iFSのセットアッ
プ方法と管理方法が記載されています。

� 『Oracle Textリファレンス』。データベースに全面的に統合されているテキスト検索ツー
ル、Oracle Textを構成して使用する方法が記載されています。

� 『Oracle9i データベース管理者ガイド』。リモート・データベースの構成方法が記載され
ています。

� 『Oracle9i データベース管理者ガイド』。データベースの管理とチューニング、表領域の
サイズ設定に関する情報が記載されています。

� 『Oracle9i ユーザー管理バックアップおよびリカバリ・ガイド』。Oracle9iデータベース
のバックアップ方法が記載されています。

� 『Oracle Enterprise Manager管理者ガイド』。Oracle Enterprise Managerのコンソールを
使用して Oracle9iデータベースを管理する方法が記載されています。

� 『Oracle Enterprise Manager構成ガイド』。Oracle Enterprise Managerのセットアップ方
法が記載されています。

� 『Oracle9i Net Services管理者ガイド』。Oracleクライアントおよびサーバーに接続する
Oracleネットワーク・サービスの構成方法が記載されています。

� 『Oracle9i グローバリゼーション・サポート・ガイド』。Oracle National Language 
Support（NLS）の概要が記載されています。
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マニュアルに記載されているコード例のアクセス可能性マニュアルに記載されているコード例のアクセス可能性マニュアルに記載されているコード例のアクセス可能性マニュアルに記載されているコード例のアクセス可能性
Windowsスクリーン・リーダーの JAWSの場合、このマニュアルに記載されているコード
例を正しく読み込むことができない場合があります。記述コードの表記規則では、閉じカッ
コを別の行に単独で表示させるようになっていますが、JAWSでは、カッコのみのテキスト
行を読み込むことができない場合があります。

表記規則表記規則表記規則表記規則
このマニュアルでは、次の表記規則を使用しています。

表記表記表記表記 説明説明説明説明

固定幅フォント 固定幅フォントは、コマンド、スクリプト名、ディレクトリ名、パス名
およびファイル名（root.shスクリプトなど）を示します。

大文字 大文字は、パラメータまたは環境変数（ORACLE_HOMEなど）を示し
ます。

    .
    .
    .

コード例では、垂直の省略記号は、例に直接関係のない情報が省略され
ていることを示します。

. . . コマンド構文では、水平の省略記号は前のパラメータの繰返しを示しま
す。次のコマンド例は、コマンドラインで複数の input_fileを指定でき
ることを示しています。

command [input_file ...]

< > コマンド構文中の山カッコは、ユーザーが指定する必要のある変数を示
します。山カッコ自体は入力しないでください。次のコマンド例は、変
数 input_fileの値を入力する必要があることを示しています。

command <input_file>

[ ] コマンド構文中の大カッコは、内側のオプション句から 1つ選択する
か、またはまったく選択しなくてもよいことを示します。大カッコ自体
は入力しないでください。次のコマンド例は、変数 output_fileがオプ
ションであることを示しています。

command <input_file> [output_file]

{ } コマンド構文中の中カッコは、縦線（ | ）で区切られた 2つ以上の項目
から 1つ選択できることを示します。中カッコ自体は入力しないでくだ
さい。次のコマンド例は、aまたは bを選択できることを示しています。

command {a | b}

$ ドル記号は、Solarisのシェル・プロンプトを表します。 1

1 例では、特に明記していないかぎり、各行の行末に改行があるものとします。入力行の末尾で [Enter]
キーを押す必要があります。
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Oracle Internet File System SDK

スタート・ガイドスタート・ガイドスタート・ガイドスタート・ガイド

この章では、Oracle Internet File System（Oracle 9iFS） Software Development Kit（SDK）
に基づいてアプリケーションを記述するための要件の概要を説明します。様々なアプリケー
ション・コンポーネントやタスクに固有の情報に進む前に、まずこの章をお読みください。
また、第 2章「Oracle 9iFSの詳細」も、開発者の観点から Oracle 9iFSのアーキテクチャの
概要を詳しく説明しているため重要です。さらに、第 3章「Java APIの概要」にも必ず目を
通してください。Oracle 9iFSアプリケーションの中心となる Java APIの概要が記載されて
います。

この章の内容は、次のとおりです。

� 開発スキル

� 開発時のロール

� Oracle 9iFSの開発ツール

� ドキュメント

� Oracle 9iFS SDKを選択する理由

� Java API

� 基本的な開発タスクと高度な開発タスク

� Oracle 9iFSアプリケーションのメンテナンス

� Oracle 9iFSの開発環境

� システム構成ファイル

� アプリケーションの配置

� コマンドライン・ユーティリティ・プロトコル・サーバー（CUP）

� 開発環境の構成
 File System SDKスタート・ガイド 1-1



� Oracle 9iFS アプリケーションの例

� Oracle 9iFSに用意されているサンプル・コード
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開発スキル
開発スキル開発スキル開発スキル開発スキル
Oracle 9iFSアプリケーションを記述するには、次のスキルが必要です。

必要なスキル必要なスキル必要なスキル必要なスキル
1. Oracle9iデータベースのインストール、構成および管理データベースのインストール、構成および管理データベースのインストール、構成および管理データベースのインストール、構成および管理。ファイル・システムのリポジ
トリである Oracle9iデータベースをインストールして管理できる必要があります。ただ
し、必要なのは基本的なデータベース管理スキルのみです。

2. Oracle 9iFSのインストール、構成および管理のインストール、構成および管理のインストール、構成および管理のインストール、構成および管理。Oracle 9iFSを Oracle9iデータベースの
一部としてインストールするか、Oracle9i Application Serverの一部としてインストー
ルするかに関係なく、Oracle 9iFSコンポーネントもインストールして管理できる必要が
あります。Oracle 9iFSをデータベースと同じマシンにインストールする場合も、中間層
マシンにインストールする場合も、多数のアプリケーション・コンポーネントを管理す
ることになります。特に、開発プロセス中にトラブルシューティングを行う場合には、
中間の Oracle 9iFSの管理スキルが必要です。

3. Javaでのプログラミングでのプログラミングでのプログラミングでのプログラミング。ほとんどのアプリケーション・コンポーネントには、ある程
度の Javaのスキルが必要です。

オプションのスキルオプションのスキルオプションのスキルオプションのスキル
1. XML構成ファイルの記述構成ファイルの記述構成ファイルの記述構成ファイルの記述。アプリケーション・ユーザーの作成やパーサーの登録など、
多数のアプリケーション開発タスク用に、XML構成ファイルを記述できます。この種
の構成ファイルを編集するには、Oracle 9iFSシステム構成に関する XML構文の知識が
必要です。

2. サーブレットまたはサーブレットまたはサーブレットまたはサーブレットまたは JavaServer Pagesの開発の開発の開発の開発。カスタムのWebユーザー・インタ
フェースを記述するには、Javaと HTMLのスキルが必要です。Oracle 9iFS APIのコー
ルには Javaを使用し、Webユーザー・インタフェースを形成するページの設計には
HTMLを使用します。

3. SQLを使用したデータベースの内容の問合せを使用したデータベースの内容の問合せを使用したデータベースの内容の問合せを使用したデータベースの内容の問合せ。カスタム・ビューを作成して Oracle 
9iFSスキーマの内容を問い合せる場合は、Javaと SQLのスキルが必要です。

4. SQLを使用したを使用したを使用したを使用したDDLおよびおよびおよびおよびDML操作の実行操作の実行操作の実行操作の実行。独自のデータ定義（DDL）、データ操
作（DML）またはトランザクション処理（TPL）操作を Javaコードに埋め込む場合は、
Javaと SQLのスキルが必要です。 この機能の詳細は、第 16章「セッションおよびトラ
ンザクションの管理」を参照してください。
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開発時のロール
開発時のロール開発時のロール開発時のロール開発時のロール
前述したすべてのスキルを開発チームの全員がマスターする必要はありません。開発チーム
の規模が大きくなるにつれて、様々なチーム・メンバーの能力がそれぞれ異なる開発ロール
に特化することになります。一般的な特化の例を次に示します。

� アーキテクチャ設計者アーキテクチャ設計者アーキテクチャ設計者アーキテクチャ設計者。アーキテクチャ設計者は、アプリケーション・コンポーネント
のリスト作成、相互作用、アプリケーション・ロジックおよびユーザー・インタフェー
ス全体の要件の決定を受け持ちます。 

� Webユーザー・インタフェース設計者ユーザー・インタフェース設計者ユーザー・インタフェース設計者ユーザー・インタフェース設計者。ユーザー・インタフェース設計者は、Web
ユーザー・インタフェースの設計のみを受け持ちます。ユーザー・インタフェースの動
作のダミーとなる静的ページを記述する以上のことは行いません。ユーザー・インタ
フェース設計者は、ユーザー・インタフェースの元になる機能を記述するために、Java
でのプログラミングを必要とするようになってきています。

� Java開発者開発者開発者開発者。Java開発者は、Webユーザー・インタフェースの元になる Beanの実装や
エージェントの記述など、Java開発タスクを受け持ちます。

このような作業区分は、開発者が習熟する必要のある Oracle 9iFS SDKのコンポーネントを
決定する上で重要です。アーキテクチャ設計者には SDKとその機能に関する広範囲な知識
が必要ですが、Webユーザー・インタフェース設計者に必要な知識は、HTTPプロトコル・
サーバーの動作、サーブレットおよび JSPコードの配置場所、開発者が記述する Bean内で
Java APIをコールする方法のみです。

Oracle 9iFSの開発ツールの開発ツールの開発ツールの開発ツール
Oracle 9iFS用のアプリケーションを記述するには、次のツールを用意することをお薦めしま
す。

� Java IDE。 Javaコードはすべての Oracle 9iFSアプリケーションに含まれているため、
Java IDEが必要です。 Oracle JDeveloperは Oracle 9iFSに理想的な IDEです。これは、
その開発、テストおよび配置機能によるのみでなく、Oracle 9iFSアプリケーション・ラ
イブラリもこのツールとともにインストールされるためです。互換の JDKバージョンが
ある Java IDEを使用してください。

� XMLエディタエディタエディタエディタ。XML構成ファイルを記述する場合や、XMLファイルを処理するアプリ
ケーションを記述する場合は、XMLエディタも重要なツールとなります。 Oracle 
JDeveloperには、必要な機能（この場合はビルトイン XMLエディタ）も組み込まれて
います。

� テキスト・エディタテキスト・エディタテキスト・エディタテキスト・エディタ。 Oracle 9iFSにより外部（つまり、Oracle 9iFSですべてのファイ
ル・システムの内容が格納されるデータベース・スキーマではなく、Oracle 9iFSが実行
中のファイル・システム）に格納されるシステム構成ファイルを変更するために、テキ
スト・エディタが必要になる場合があります。
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ドキュメント
� Oracle Enterprise Manager（（（（OEM）に対する）に対する）に対する）に対する Oracle 9iFSの拡張機能の拡張機能の拡張機能の拡張機能。 Oracle 9iFS 
Managerコンポーネントと Oracle 9iFSダッシュボードは、どちらもアプリケーション
の開発とテストに役立つツールです。 Oracle 9iFSは、新規サブクラスを作成して結果を
テストするなど、増分開発に特に役立ちます。また、Oracle 9iFS Managerを使用する
と、エージェントのような多数のアプリケーション・コンポーネントを監視し、カスタ
ム・オブジェクトのようにファイル・システムに定義され、登録されているすべてのオ
ブジェクトを完全に表示できます。

� Webオーサリング・ツールオーサリング・ツールオーサリング・ツールオーサリング・ツール。 カスタムWebユーザー・インタフェースを設計する場合
は、Macromedia DreamweaverなどのWebオーサリング・ツールがあれば開発がさら
に簡単になります。

� コマンドライン・ユーティリティコマンドライン・ユーティリティコマンドライン・ユーティリティコマンドライン・ユーティリティ。 この種のユーティリティを使用すると、コマンドラ
イン・インタフェースを通じて個々のコマンドを実行したり、複数のコマンドを実行す
るセットアップ・スクリプトやクリーンアップ・スクリプトを実行できます。

ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント
Oracle 9iFSとともに複数の重要なドキュメント・リソースがインストールされます。 

コア・ドキュメントコア・ドキュメントコア・ドキュメントコア・ドキュメント
Oracle 9iFSドキュメントの始点は、次のディレクトリ（ルートの下位）にあります。

¥ifs¥doc¥9iFS¥index.htm 

表表表表 1-1 Oracle 9iFSのコア・ドキュメントのコア・ドキュメントのコア・ドキュメントのコア・ドキュメント

ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント 説明説明説明説明

『Oracle 9iFS開発者リファレンス』 このマニュアル。

『Oracle 9iFS Javadoc』 Java APIリファレンス。

『Oracle 9iFSセットアップおよび管理ガ
イド』

Oracle 9iFSインスタンスの実行と管理に関する解説
マニュアル。開発者にとって、特にテスト中と配置
中に重要になる情報が記載されています。

『Oracle 9iFS XMLリファレンス』 XML構成ファイルのリファレンス・ガイド。

『Oracle 9iFSリリース・ノート』 開発者の問題など、現行の製品リリースに関する
新のリリース・ノート。
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ドキュメント
Oracle Technology Network Japan
リリース・ノート、インストレーション・マニュアル、ホワイト・ペーパーまたはその他の
関連ドキュメントは、Oracle Technology Network Japan（OTN-J）に接続すれば、無償でダ
ウンロードできます。 OTNを使用するには、オンラインでの登録が必要です。次の URLで
登録できます。

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

OTNのユーザー名とパスワードを取得済みであれば、次の OTN Webサイトのドキュメン
ト・セクションに直接接続できます。

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

関連文書関連文書関連文書関連文書
このマニュアルでは、次のユーザーズ・ガイドとリファレンス・マニュアルを参照していま
す。

表表表表 1-2 関連文書のリスト関連文書のリスト関連文書のリスト関連文書のリスト

ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント 説明説明説明説明

『Oracle Textリファレンス』 データベースに全面的に統合されているテキスト検索
ツール、Oracle Textを構成して使用する方法が記載され
ています。

『Oracle9iデータベース・パフォーマ
ンス・ガイドおよびリファレンス』

リモート・データベースの構成方法が記載されていま
す。

『Oracle9i for UNIX Systemsインスト
レーション・ガイド』

Oracle9i データベース・サーバーのインストール手順と
アップグレード手順が記載されています。

『Oracle9iデータベース管理者ガイド』データベースの管理とチューニング、表領域のサイズ設
定に関する情報が記載されています。
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Oracle 9iFS SDKを選択する理由
Oracle 9iFS SDKを選択する理由を選択する理由を選択する理由を選択する理由
この開発プラットフォームをアプリケーションの基礎として使用するには、いくつかの理由
があります。

1. ビルトインの内容管理コンポーネントビルトインの内容管理コンポーネントビルトインの内容管理コンポーネントビルトインの内容管理コンポーネント。バージョニング、内容ベースの検索、拡張可能
なメタデータ、チェックイン /チェックアウト、ロックなど、様々なアプリケーション
で使用される内容管理機能の多くが、Oracle 9iFSに再使用可能コンポーネントとして組
み込まれており、このような各部の記述とテストの所要時間が短縮されます。 

2. データベース記憶域データベース記憶域データベース記憶域データベース記憶域。Oracle 9iFSではファイル・システムのリポジトリとして Oracle9i
データベースが使用されるため、Oracle 9iFSのユーザーであれば、TB規模の内容や数
千のユーザーへの拡張性など、データベースが持っている機能を使用できます。また、
データベースに内容が格納されるため、Oracle 9iFSとアプリケーションでは Oracle 
Textなどのデータベース機能を使用できます。Oracle Textは、Oracle9iデータベース
のテキスト索引付けおよび検索エンジンです。

3. サーバー側のロジックサーバー側のロジックサーバー側のロジックサーバー側のロジック。ビジネス・ルールやアプリケーション・ロジックを施行するに
は、現在、他のファイル・システムには組み込まれていないサーバー側のインテリジェ
ンスを作成する必要があります。このようなサーバー側のロジックを他のファイル・シ
ステムに実装するのは不可能でないとしても困難ですが、Oracle 9iFSに実装するのは比
較的簡単です。

4. 同じ内容およびサーバー側アプリケーション・コンポーネントへのビルトイン・プロト同じ内容およびサーバー側アプリケーション・コンポーネントへのビルトイン・プロト同じ内容およびサーバー側アプリケーション・コンポーネントへのビルトイン・プロト同じ内容およびサーバー側アプリケーション・コンポーネントへのビルトイン・プロト
コル・アクセスコル・アクセスコル・アクセスコル・アクセス。Oracle 9iFSには、SMB、HTTP、WebDAV、FTP、NFSおよび
IMAP4など、複数のプロトコル・サーバーが組み込まれており、いずれも同じファイ
ルおよびフォルダへのアクセスを提供します。サーバーへのアクセスに使用するプロト
コルに関係なく、ファイル・システムの操作（挿入、削除、更新など）には同じアプリ
ケーション・ロジックが適用されます。 

5. 内容の解析とレンダリング内容の解析とレンダリング内容の解析とレンダリング内容の解析とレンダリング。Oracle 9iFSの SDKには、汎用的な解析およびレンダリン
グ・フレームワークが組み込まれています。 

6. XML機能機能機能機能。XMLは構造化データ形式として普及しているため、Oracle 9iFSにもデフォ
ルトの XMLパーサーおよびレンダラと、DTD検証などの XML機能が組み込まれてい
ます。

7. 異種ファイル・データ異種ファイル・データ異種ファイル・データ異種ファイル・データ。Oracle 9iFSは、通常は別の種類のリポジトリに格納される内容
（XMLや電子メールなど）を含め、あらゆるタイプのファイルを格納するように設計さ
れています。 

8. ファイルとリレーショナル・データファイルとリレーショナル・データファイルとリレーショナル・データファイルとリレーショナル・データ。データベースはファイル・システムのリポジトリ
であるため、Oracle 9iFSにより、この 2つの領域を結ぶアプリケーションを記述すると
同時に、両方のタイプの内容を同じサーバーに格納することで、開発と管理の両方を簡
素化できます。

9. 標準ベースの標準ベースの標準ベースの標準ベースの SDK。 Oracle 9iFS SDKでは、Javaと XML、HTMLまたは SQLを使用す
るのみでよいため、これらの言語によるプログラミングですでに習得しているスキルを
活用できます。
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Oracle 9iFS SDKを選択する理由
10. エンド・ユーザーに対する完全な透過性エンド・ユーザーに対する完全な透過性エンド・ユーザーに対する完全な透過性エンド・ユーザーに対する完全な透過性。 後に、ファイル・システムの体裁と動作
は、従来のファイル・サーバーと同じです。したがって、すべてのユーザー・アプリ
ケーションは Oracle 9iFSで自動的に機能し、どのネットワーク・プロトコル経由で
サーバーに接続する場合も、特別なスキルを習得する必要はありません。

カスタマイズとアプリケーションカスタマイズとアプリケーションカスタマイズとアプリケーションカスタマイズとアプリケーション
Oracle 9iFS SDKを使用する開発では、特定のインスタンスにおけるファイル・システムの
動作やデータ表示や、カスタム・ユーザー・インタフェース、アプリケーション・ロジック
および他のコンポーネントの独自セットを持つ完全なアプリケーションなど、あらゆる範囲
のカスタマイズに対処できます。つまり、目的に応じて、単一の開発プロジェクトをごく小
規模なものにすることも、きわめて大規模なものにすることもできます。

カスタマイズ内容は、Oracle 9iFSでファイル・サーバーとして構築されます。状況（削除操
作の動作の変更など）によっては、ファイル・システムの動作を変更したり（第 17章「コ
ンテンツ・タイプの動作のカスタマイズ」を参照）、ユーザーに対するデータの表示方法を
（ある種の XMLコンテンツ用のカスタム・レンダラの実装などにより）変更できます。 ただ
し、この種の開発プロジェクトのポイントは、ファイル・サーバーを置き換えることではな
く、変更を加えることです。

これに対して、多くの大規模アプリケーションは、ファイル・サーバー・アプリケーション
を必要としません。この種のアプリケーションで実行できるのは、プロトコル・サーバー
（通常は、Webアプリケーション・アクセス用のHTTPと、コンテンツの大量アップロード
およびダウンロード用の FTP）のみです。この種のアプリケーションの作成者は、プロトコ
ル・サーバーが必要とする範囲以上に簡単に作業できるため、ファイル・サーバーよりも
Oracle 9iFS SDKを必要とします。

このマニュアルは、2種類の開発者を対象としています。カスタマイズに関心を持っている
開発者と、Oracle 9iFSプロトコル・サーバーと付属のWebインタフェースを使用するかど
うかに関係なく、アプリケーションを作成する開発者です。 

アプリケーションの数アプリケーションの数アプリケーションの数アプリケーションの数
Oracle 9iFS SDKの主なメリットの 1つは、同じサーバー上で複数のアプリケーションを簡
単に開発して管理できることです。複数の従来型ファイル・サーバーから単一の Oracle 9iFS
サーバーに同じ内容が連結され、複数のアプリケーションとカスタマイズのターゲットとし
て使用できます。たとえば、Oracle 9iFS用に記述されたデジタル資産管理システムで管理さ
れていたファイルを、同じファイル・サーバーに配置されたWebコンテンツ管理システム
経由でWebサイト用にステージングできます。
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基本的な開発タスクと高度な開発タスク
Java API
Oracle 9iFS SDKのうち、習得可能で も重要な側面は、Java APIです。Oracle 9iFSは Java
で記述されているため、このファイル・システムの元になるオブジェクト階層は開発者に公
開されています。ドキュメント、フォルダ、ユーザー、グループ、属性など、ファイル・シ
ステムを形成するすべてのオブジェクトは、Javaオブジェクトとして存在します。このよう
に標準的なクラスには、Javaコードでコールできるメソッドが含まれます。

Javaコードを記述する前に、第 3章の内容を検討してください。Oracle 9iFS SDKを使用し
た開発の成否は、個々の Javaオブジェクトのみでなく、オブジェクトの相互関係を理解し
ているかどうかによって決まります。たとえば、Oracle 9iFSでは、ユーザーという用語は、
実際には DirectoryUserオブジェクトと他の Javaオブジェクトで構成されます。Java APIの
概要は、第 3章「Java APIの概要」を参照してください。

基本的な開発タスクと高度な開発タスク基本的な開発タスクと高度な開発タスク基本的な開発タスクと高度な開発タスク基本的な開発タスクと高度な開発タスク
このマニュアルでは、開発タスクを基本タスクと高度なタスクに分類しています。基本タス
クは、サブクラス化など、Oracle 9iFSアプリケーションを記述するときに一般的に実行する
タスクです。通常、基本タスクは技術的な専門知識をあまり必要としません。これに対し
て、高度なタスクは限定的であり、技術的な専門知識を必要とします。

表 1-3に、Oracle 9iFSの基本な開発タスクと高度な開発タスクの概要を示します。

表表表表 1-3 Oracle 9iFSの基本的な開発タスクと高度な開発タスクの比較の基本的な開発タスクと高度な開発タスクの比較の基本的な開発タスクと高度な開発タスクの比較の基本的な開発タスクと高度な開発タスクの比較

基本基本基本基本 高度高度高度高度

サブクラス化

サーブレットベースのWebユーザー・イン
タフェースの記述

JSPベースのWebユーザー・インタフェース
の記述

APIを使用した検索の実行

カスタム属性の適用と移入

エージェントの開発

XMLの操作

カスタム・パーサーの記述

カスタム・レンダラの記述

オーバーライドの開発

Oracle 9iFSのトランザクション・コンテキスト
内での SQLまたは PL/SQLの実行

Oracle 9iFSの表のカスタム・ビューの作成
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Oracle 9iFSアプリケーションのメンテナンス
Oracle 9iFSアプリケーションのメンテナンスアプリケーションのメンテナンスアプリケーションのメンテナンスアプリケーションのメンテナンス
単一の Oracle 9iFSシステムを複数のカスタマイズおよびアプリケーションのホームとして
使用できます。 したがって、ファイル・システムの内容とアプリケーション・コンポーネン
トの両方のバックアップを作成する必要があります。

� ファイル・システムの内容ファイル・システムの内容ファイル・システムの内容ファイル・システムの内容。配置するアプリケーションに関係なく、内容（ファイルと
フォルダ）やそれを定義するユーザー、グループ、ACLおよび他の各部など、ファイ
ル・システムを再作成できる必要があります。Oracle 9iFSの Import/Exportユーティ
リティの使用方法は、『Oracle Internet File Systemセットアップおよび管理ガイド』の
第 7章「データの移行、バックアップおよびリストア」を参照してください。

� アプリケーション・コンポーネントアプリケーション・コンポーネントアプリケーション・コンポーネントアプリケーション・コンポーネント。エージェントやパーサーなど、複数のアプリケー
ション・コンポーネントが、他の Oracle 9iFSコンポーネントとともにファイル・シス
テムに格納されるため、これらのファイルとデータベースの内容のバックアップを作成
する必要があります。

アプリケーション・コンポーネントを単一の Oracle 9iFSインスタンスで再作成するか、同
じアプリケーションを複数の中間層マシンにインストールする必要があります。アプリケー
ション・コンポーネントのインストール・スクリプトを記述することをお薦めします。スク
リプトでは、Oracle 9iFSを実行中のファイル・システムにコンポーネントを配置できます。
また、FTPなどの標準プロトコルと特殊なプロトコル CUPを通じて、コンポーネントを
Oracle 9iFSに挿入することもできます。 

Oracle 9iFSの開発環境の開発環境の開発環境の開発環境
Oracle 9iFSアーキテクチャの概要は、第 2章「Oracle 9iFSの詳細」を参照してください。
ただし、この項では Oracle 9iFSアプリケーションのコンポーネントの概要と、各種コン
ポーネントを使用する場合の提案について説明します。 

Oracle 9iFS アプリケーションのコンポーネントアプリケーションのコンポーネントアプリケーションのコンポーネントアプリケーションのコンポーネント
Oracle 9iFSアプリケーションは、次の一部またはすべてのコンポーネントで構成できます。
各コンポーネントの記述と配置に必要なスキルを、アプリケーション・コンポーネントごと
に示します。

� 標準クラス標準クラス標準クラス標準クラス。新規属性を追加すると、Oracle 9iFSを定義する標準クラス
（PublicObject、DirectoryUserなど）を拡張できます。

� カスタム・クラスカスタム・クラスカスタム・クラスカスタム・クラス。通常は、標準クラスを拡張するのではなく、その標準クラスのサブ
クラスを作成します。

� パーサーパーサーパーサーパーサー。パーサーは、ドキュメントを挿入または更新する前に処理を実行します。 た
とえば、パーサーの一般的な用途は、ファイルの内容を抽出し、Oracle 9iFSの属性とし
て外部化することです。
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Oracle 9iFSの開発環境
� レンダラレンダラレンダラレンダラ。レンダラは、ファイルまたはフォルダ要求のストリームを変更し、エンド・
ユーザーへの表示方法を効率的に変更します。

� エージェントエージェントエージェントエージェント。エージェントは、イベントに応答したり、応答を必要とする特定のシス
テム条件（新規ファイルがフォルダに表示されているかどうかなど）の有無を定期的に
チェックできるプロセスです。

� オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド。オーバーライドは、標準クラスのメソッド（フォルダに対する
AddItem()など）がコール時に実行する処理を効率的に変更します。

� カスタムカスタムカスタムカスタムWebユーザー・インタフェースユーザー・インタフェースユーザー・インタフェースユーザー・インタフェース。カスタムWebユーザー・インタフェースは、
Oracle 9iFSに用意されているWebユーザー・インタフェースを拡張または置換できま
す。 サーブレットまたは JavaServer Pages（JSP）を使用して、カスタムWebユーザー・
インタフェースを記述できます。

使用するコンポーネント使用するコンポーネント使用するコンポーネント使用するコンポーネント
特定のタスクを実行するときに使用する必要のあるコンポーネントは、前述のリストを見た
だけでは判断できない場合があります。表 1-4に、一般的な開発目標を達成するために必要
なコンポーネントの概要を示します。

表表表表 1-4 開発目標の達成に必要なコンポーネント開発目標の達成に必要なコンポーネント開発目標の達成に必要なコンポーネント開発目標の達成に必要なコンポーネント

タスクタスクタスクタスク コンポーネントコンポーネントコンポーネントコンポーネント

ファイルまたはフォルダへの任意のメタデータの適用 カテゴリ

特定のファイル形式に対する同一メタデータの適用 サブクラス、値のデフォルト

イベントへの応答 エージェント、オーバーライド

ファイルにエンコードされたメタデータの抽出 サブクラス、パーサー

パーサーと特定のファイル形式との対応付け サブクラス、パーサー

Oracle 9iFSでのドキュメントの表示方法の変更 サブクラス、レンダラ

カスタムWebユーザー・インタフェースの構築 サーブレット、JSP

カスタムWebユーザー・インタフェースと特定の型の内容との
対応付け

サブクラス、JSP

ファイル・システム操作の動作の変更 オーバーライド

非同期タスクの実行 エージェント

Oracle 9iFS操作内での SQLコマンドの実行 オーバーライド
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システム構成ファイル
開発プロジェクトによっては、前述のコンポーネントの一部のみを使用する場合もありま
す。 

システム構成ファイルシステム構成ファイルシステム構成ファイルシステム構成ファイル
Oracle 9iFSでは、次の 2種類のシステム構成ファイルを使用します。

1. 外部ファイル・システムに格納されているファイル外部ファイル・システムに格納されているファイル外部ファイル・システムに格納されているファイル外部ファイル・システムに格納されているファイル。この種のプレーン・テキスト・
ファイルでは、構成設定の格納に独自の形式（.ADMおよび .DEF）が使用されます。
通常、この種のファイルでは、プロトコル・サーバーと他の Oracle 9iFSアプリケー
ション・コンポーネントの動作が決定され、Oracle 9iFS内のオブジェクト階層がカスタ
マイズされることはありません。この種のファイルは、Oracle 9iFSがインストールされ
ているディレクトリの /settingsサブディレクトリに格納されます。

2. Oracle 9iFSに挿入されるに挿入されるに挿入されるに挿入される XMLファイルファイルファイルファイル。この種のファイルは、Oracle 9iFSの XML 
パーサーで認識される特殊な構文に従う必要があります。 通常、この種のファイルは、
フォルダに対する属性の設定や新規ユーザーの作成など、Oracle 9iFS SDK内でオブ
ジェクトの作成または変更を行います。

Oracle 9iFSでは、Oracle 9iFSのアプリケーション・コンポーネントがインストールされて
いるファイル・システムに格納される構成情報が、Oracle Internet File Systemの以前のバー
ジョンに比べて少なくなっていることに注意してください。Oracle 9iFSの構成方法の詳細
は、『Oracle Internet File Systemセットアップおよび管理ガイド』を参照してください。

コンポーネントと使用ツールコンポーネントと使用ツールコンポーネントと使用ツールコンポーネントと使用ツール
前述のように、開発タスクを実行する場合は、カスタマイズの実行方法として Javaコード
の記述、XML構成ファイルの作成または Oracle 9iFS Managerの使用の間で頻繁に切り替え
ることができます。ただし、この 3つのツールすべてを、どの開発タスクにも使用できるわ
けではありません。 多くの場合、選択肢は 3つのツールのうち 1つまたは 2つに限定されま
す。

表 1-5に、これらの各アプリケーション・コンポーネントの開発に使用可能なツールを示し
ます。

表表表表 1-5 アプリケーション・コンポーネント開発ツールアプリケーション・コンポーネント開発ツールアプリケーション・コンポーネント開発ツールアプリケーション・コンポーネント開発ツール

タスクタスクタスクタスク Java XML 9iFS Manager

サブクラスサブクラスサブクラスサブクラス

サブクラスの作成 ○ ○ ○

サブクラスへのカスタム属性の追加 ○ ○ ○

サブクラスへのカスタム・メソッドの追加 ○
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システム構成ファイル
汎用カスタム属性汎用カスタム属性汎用カスタム属性汎用カスタム属性

カテゴリの作成 ○ ○

オブジェクトへのカテゴリの適用 ○

オブジェクト内の属性値の設定 ○ ○

クラス固有のカスタム属性クラス固有のカスタム属性クラス固有のカスタム属性クラス固有のカスタム属性

サブクラスへの属性の追加 ○ ○ ○

標準クラスのすべてのインスタンスへの属性の追加 ○ ○

パーサーパーサーパーサーパーサー

パーサーの作成 ○

パーサーの登録 ○ ○ ○

パーサーとサブクラスの対応付け ○ ○ ○

レンダラレンダラレンダラレンダラ

レンダラの作成 ○

レンダラの登録 ○ ○ ○

レンダラとサブクラスの対応付け ○ ○ ○

サーブレットサーブレットサーブレットサーブレット

サーブレットの作成 ○

JavaServer Pages

JavaServer Pages（JSP）の作成 ○

JSPとサブクラスの対応付け ○ ○ ○

エージェントエージェントエージェントエージェント

エージェントの作成 ○

エージェントの登録 ○

オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド

オーバーライドの作成 ○

カスタム・ビューカスタム・ビューカスタム・ビューカスタム・ビュー

カスタム・ビューの作成 ○

表表表表 1-5 アプリケーション・コンポーネント開発ツールアプリケーション・コンポーネント開発ツールアプリケーション・コンポーネント開発ツールアプリケーション・コンポーネント開発ツール（続き）（続き）（続き）（続き）

タスクタスクタスクタスク Java XML 9iFS Manager
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アプリケーションの配置
アプリケーションの配置アプリケーションの配置アプリケーションの配置アプリケーションの配置
アプリケーション・コンポーネントの開発後は、それを配置する必要があります。表 1-6に、
これらのコンポーネントの格納場所を示します。

表 1-6で、配置場所の欄がファイル・システムとなっている場合は、アプリケーション・コ
ンポーネントを Oracle 9iFSが配置されているのと同じファイル・システムに配置すること
を意味します。必須ディレクトリと推奨ディレクトリは、Oracle 9iFSがインストールされて
いるディレクトリのサブディレクトリです。これに対して、配置場所の欄が Oracle 9iFSと
なっている場合は、アプリケーション・コンポーネントを Oracle 9iFSに（FTP経由で XML
ファイルをアップロードするなどの方法で）挿入して配置することを意味します。

前述のように、/custom_classesディレクトリは Javaアプリケーション・コンポーネン
トの格納用に設計されています。これらのコンポーネントは別のディレクトリに配置するこ
ともできますが、その場合は、そのディレクトリを含めるために CLASSPATH設定の変更
が必要になることがあります。 CLASSPATH設定の詳細は、「CLASSPATHの構成」を参照
してください。

カスタマイズ後の再起動カスタマイズ後の再起動カスタマイズ後の再起動カスタマイズ後の再起動
アプリケーション・コンポーネントを配置するには、Oracle 9iFSサーバー・プロセスの再起
動が必要になる場合があります。Oracle 9iFSでは複数のキャッシュがメンテナンスされます
が、これらのコンポーネントを配置するときに、キャッシュが即時にはリフレッシュされな
いことがあります。また、システム設定の変更結果は、プロトコル・サーバーを再起動する
まで適用されないことがあります。Oracle 9iFS Javaプロセス（リポジトリ、プロトコル・

表表表表 1-6 アプリケーション・コンポーネントの配置場所アプリケーション・コンポーネントの配置場所アプリケーション・コンポーネントの配置場所アプリケーション・コンポーネントの配置場所

コンポーネントコンポーネントコンポーネントコンポーネント 配置場所配置場所配置場所配置場所 必須ディレクトリ必須ディレクトリ必須ディレクトリ必須ディレクトリ 推奨ディレクトリ推奨ディレクトリ推奨ディレクトリ推奨ディレクトリ

JavaBeans ファイル・システム /custom_classes

パーサー ファイル・システム /custom_classes

レンダラ ファイル・システム /custom_classes

JSP Oracle 9iFS /ifs/jsp-bin

サーブレット ファイル・システム /custom_classes

ADM、DEFファイル ファイル・システム /settings

XML構成ファイル Oracle 9iFS なし なし

エージェント ファイル・システム /custom_classes

オーバーライド ファイル・システム /custom_classes
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コマンドライン・ユーティリティ・プロトコル・サーバー（CUP）
サーバーおよびエージェント）の起動手順と終了手順は、『Oracle Internet File Systemセッ
トアップおよび管理ガイド』の第 2章「Oracle 9iFSドメインの管理」を参照してください。 

表 1-7に、アプリケーション・コンポーネントの配置後に Oracle 9iFSプロセスを再起動する
必要があるかどうかを示します。

コマンドライン・ユーティリティ・プロトコル・サーバーコマンドライン・ユーティリティ・プロトコル・サーバーコマンドライン・ユーティリティ・プロトコル・サーバーコマンドライン・ユーティリティ・プロトコル・サーバー
（（（（CUP））））

Oracle 9iFSには、管理者および開発者用に設計された特別なプロトコル・サーバー CUPが
組み込まれています。CUPを通じて、拡張属性の表示など、FTPや他のプロトコル・サー
バーに付属しない多数の Oracle 9iFSコマンドを呼び出すことができます。CUPは、1回限
りのプロトタイプ化タスクを実行するときや、アプリケーション・コンポーネントの配置ま
たは更新スクリプトを実行するときに役立ちます。

CUPの実行方法は、『Oracle Internet File Systemセットアップおよび管理ガイド』の付録 A
「コマンドライン・ユーティリティ・リファレンス」を参照してください。

表表表表 1-7 コンポーネントの配置後に再起動する必要があるプロセスコンポーネントの配置後に再起動する必要があるプロセスコンポーネントの配置後に再起動する必要があるプロセスコンポーネントの配置後に再起動する必要があるプロセス

コンポーネントコンポーネントコンポーネントコンポーネント 再起動するプロセス再起動するプロセス再起動するプロセス再起動するプロセス

標準クラスへの拡張機能 すべて

サブクラス すべて

JSP なし

サーブレット HTTP

パーサー すべて

レンダラ すべて

エージェント なし

オーバーライド すべて

プロトコル・サーバー設定 影響を受けるプロトコル・サーバー
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開発環境の構成開発環境の構成開発環境の構成開発環境の構成

一般構成一般構成一般構成一般構成
Oracle 9iFS用の Javaコードを記述する場合は、JDKおよび JREの設定を、Oracle 9iFS開発
に必要な Javaクラス・アーカイブ（.JARファイル）を操作するように編集する必要があり
ます。表 1-8に、必須設定を示します。

表表表表 1-8 一般構成設定一般構成設定一般構成設定一般構成設定

パラメータパラメータパラメータパラメータ 設定設定設定設定

CLASSPATH CLASSPATH設定を検出して変更できる必要があります。 

JDE 1.2または 1.3を使用して、次のサイトで情報を調べてください。 

java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/tooldocs/solaris
java.sun.com/products/jdk/1.3/docs/tooldocs/solaris 
java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/tooldocs/win32
java.sun.com/products/jdk/1.3/docs/tooldocs/win32

Solarisと NTの場合は、JDK 1.2を使用して次のサイトで情報を調べてく
ださい。 

java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/tooldocs/tools.html

JAVA_HOME JDKが常駐するディレクトリ。

JDK 正常にインストールされ、構成されている JDK。次のサイトを調べてくだ
さい。 

java.sun.com/j2se

Oracle JDBC Driver 場所 : <ORACLE_HOME>/jdbc/lib 

JDK 1.1: classes111.zip 
JDK 1.2: classes12.zip

ORACLE_HOME Oracleソフトウェアが常駐するディレクトリ。

Oracle Libraries Oracleライブラリの場所。 

NT: PATHを、 <ORACLE_HOME>/binを含むように設定します。
Solaris: LD_LIBRARY_PATH を <ORACLE_HOME>/libに設定します。

Configuration Files アプリケーション定義ファイルおよびセッション・プロパティ・ファイル。

Oracle Internet File 
System JARs

Oracle 9iFSに必要なライブラリ。
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CLASSPATHの構成の構成の構成の構成
JDKおよび JREで使用される CLASSPATHの特定の要素も、次のように設定する必要があ
ります。 

JDK/JREの証明書の証明書の証明書の証明書
Oracle 9iFS SDKは、Sun JDKおよび JREの特定バージョンでの使用のみが検証されている
ことに注意してください。検証済みバージョンのリストは、『Oracle Internet File Systemイ
ンストレーション・ガイド』の第 2章「インストール前の処理」を参照してください。ま
た、検証された JDK/JREの更新内容をリリース・ノートで確認する必要があります。

表表表表 1-9 CLASSPATH構成設定構成設定構成設定構成設定

CLASSPATHの要素の要素の要素の要素 設定設定設定設定

<ORACLE_HOME>/9iFS/settings 
<ORACLE_HOME>/9iFS/lib/repos.jar 
<ORACLE_HOME>/9iFS /lib/utils.jar 
<ORACLE_HOME>/9iFS /lib/adk.jar 
<ORACLE_HOME>>9iFS /lib/email.jar 

これらの要素は、必須の Oracle Internet File 
Systemライブラリです。 

<ORACLE_HOME>/lib/xmlparserv2.jar Oracle9iでは、このライブラリは
<ORACLE_HOME>/libにあります。

<ORACLE_HOME>/jdbc/lib/<JDBC_
DRIVER>

環境に使用する JDBCドライバ。

<ORACLE_HOME>/jsp/lib/ojsp.jar . 
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Oracle 9iFS アプリケーションの例アプリケーションの例アプリケーションの例アプリケーションの例
作動中の Oracle 9iFS SDKの様々なコンポーネントを具体的に示すために（また、独自プロ
ジェクトの有効範囲の設定の参考として）、ここでは 4つのサンプル・アプリケーションを
使用します。開発者がある種のアプリケーションについて行う、実装上の決定例もいくつか
記載されているため注意してください。 実際には、このような決定ができるのみでなく、
Oracle 9iFS SDKでは、このような実装上の決定を柔軟に行えることが、このプラット
フォームの大きなメリットの 1つです。

ユーザーに対する変更の通知ユーザーに対する変更の通知ユーザーに対する変更の通知ユーザーに対する変更の通知
ユーザーが Oracle 9iFSに共有ドキュメント専用のディレクトリを必要としているとします。
ディレクトリの内容が変化するたびに（つまり、ファイルが追加、削除または更新されるた
びに）、ユーザーは電子メールで変更通知を受け取る必要があると考えています。

Oracle 9iFSから見ると、これは比較的単純なアプリケーションです。 この機能を作成するに
は、Oracle 9iFSのエージェント・フレームワークに接続して、ディレクトリの内容のリスト
をメンテナンスし、内容に変更があったかどうかを定期的にチェックし、変更が検出された
場合は電子メール・リストをメンバーに通知する新規エージェントを追加します。

このアプリケーションを記述する手順は、次のとおりです。

1. Oracle 9iFSユーザーを作成します。このユーザーがまだ Oracle 9iFSユーザーとして定
義されていない場合は、 初に Oracle 9iFS Manager（Oracle Enterprise Managerの管
理インタフェースへの拡張機能）または XML構成ファイルを通じて、そのユーザーを
作成する必要があります。実際には、電子メールを受け取るユーザーは、Oracle 9iFS
ユーザーでなくてもかまいません。エージェントは、Oracle 9iFS SMTPサーバーを使用
して、どのメール・サーバーにも電子メールを送信できます。ユーザーが独自の Oracle 
9iFSアカウントを持っていない場合は、guestアカウントを通じて Oracle 9iFS内のディ
レクトリにアクセスする必要があります。

2. エージェントを記述します。このエージェントは、Oracle 9iFS Java APIをコールする
Javaアプリケーションです。この場合、エージェントは APIをコールして、ディレク
トリの内容を検討し、現行の内容をオリジナルの内容を示すファイルと比較します。

3. エージェントを配置します。

4. エージェントを登録します。 

5. SMTPプロセスが実行中であることを確認します。

6. 削除できないように、ディレクトリに対するセキュリティを変更します。
1-18 Oracle Internet File System開発者リファレンス



Oracle 9iFS アプリケーションの例
コンテンツ管理システムコンテンツ管理システムコンテンツ管理システムコンテンツ管理システム
企業が社内Webサイトを実装することを考えているとします。ただし、高コストでメンテ
ナンスの困難なWebコンテンツ管理システムによるオーバーヘッドは望んでいません。か
わりに、全員が共有するファイル・サーバーの 上位に簡単なアプリケーションを構築しま
す。 また、この企業は、将来的に他の種類のコンテンツ管理アプリケーションを計画してい
るため、このプロジェクトを慎重に見守ろうと考えています。

コンテンツ管理システムのポイントは、Oracle 9iFSでコンテンツを作成し、ステージングす
ることです。アプリケーションは、単にすべてのサイトのコンテンツの Access Control List
（ACL）を Publishedに変更し、読取り可能にすることで、Webサイトを公開できます。 こ
れに対して、一部のWebサイト管理者は、Webサイトを Oracle 9iFSでステージングしてか
ら、そのコンテンツをアクティブなWebサーバーにコピーする方法を望む場合があります。

開発チームとWebサイト管理者がどのアプローチを選択した場合も、このアプリケーショ
ンの実装方法はほぼ同じです。

1. Webサイトのコンテンツのステータスを追跡するために必要なカテゴリを定義します。

2. コンテンツのステージングに使用するディレクトリを作成します。

3. 各ユーザーの Homeディレクトリに Reviewサブディレクトリを作成します。

4. 検討用のコンテンツをユーザーの Homeディレクトリにリンクするエージェントを記述
します。

5. Webユーザー・インタフェースの元になる Beanを記述します。

6. Webユーザー・インタフェースを設計します。

7. HTMLページを JavaServer Pages（JSP）またはサーブレットに変換します。

XMLベースの保険料請求システムベースの保険料請求システムベースの保険料請求システムベースの保険料請求システム
架空の保険会社が、すべての保険料請求を XMLファイルとして標準化するように決定した
とします。各請求は業界標準の Document Type Definition（DTD）に準拠しているため、す
べての要素は細部まで理解できます。この XMLへの切替えで重要なことは、ビジネス・イ
ンテリジェンスのために XMLをマイニングできることです。ただし、会社が使用している
分析ツールは、XML用ではなくリレーショナル・データ用に記述されています。Oracle 
9iFSには、解析を通じてファイル・ベースの XMLコンテンツをリレーショナル・データに
変換する方法が用意されています。

この保険料請求システムを実装する手順は、次のとおりです。

1. DTDに基づいてサブクラスを作成します。このサブクラスには、解析対象となる XML
ファイルの各要素に対応するドキュメント属性が含まれます。

2. XMLコンテンツを DTDに基づいて検証するかどうかを決定します。DTDの検証を有
効化する方法の詳細は、第 10章「XMLおよび Oracle Internet File System」を参照して
ください。
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3. このサブクラスを XMLパーサーに対応付けます。

4. Web上で XMLを表示できるように JSPを設計します。

5. JSPコールの元になる Beanを記述します。

6. このサブクラスをメイン JSPに対応付けます。

7. 解析した XMLコンテンツに基づいてカスタム・ビューを作成します。このビューによ
り、すべてのドキュメントと共通属性 ODM_DOCUMENTの格納に使用される実表の
内容と、解析済み属性の格納用に Oracle 9iFSで作成された表が結合されます。

このアプリケーションのもう 1つの特長は、簡単に想像できます。たとえば、各請求の総額
を調べ、特定の金額を超える請求について調査人にアラートを出すエージェントを記述する
とします。XMLコンテンツは、Webアプリケーション経由でアクセスするユーザーのため
に、より判読しやすい形式で表示できます。

ドキュメント・リポジトリドキュメント・リポジトリドキュメント・リポジトリドキュメント・リポジトリ
ドキュメント・リポジトリに必要な機能は、Oracle 9iFSが本来持っている機能の他にごくわ
ずかです。サンプル・ドキュメント・リポジトリには、カテゴリ（BookInformation、
JournalInformationなど）が必要であるとします。ユーザーがこれらのカテゴリの属性の設
定を入力しなければ、他のユーザーはアップロードしたファイルを表示できません。内容に
基づく検索とカテゴリ検索を組み合せた独自の検索Webページを設計する必要があります。 
他のWebページでは、カテゴリをブラウズし、特定の設定（西部のすべての書籍など）に
該当するファイルをすべて表示できます。

このプロジェクトに必要な手順は、次のとおりです。

1. ドキュメント・リポジトリに使用するカテゴリを定義します。

2. ファイルをアップロードしたユーザーが必要な属性設定を入力するまでは、ファイルの
ACLを Private（つまり、そのユーザーしか参照できないよう）に設定するエージェン
トを開発します。これと同じエージェントが、ACLを Publishedに設定し、誰でも読み
取れるようにします。

3. 内容とカテゴリの検索に必要なカスタムWebユーザー・インタフェースを構築します。
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削除操作の動作の変更削除操作の動作の変更削除操作の動作の変更削除操作の動作の変更
多数の組織で、ドキュメント保持要件や他のビジネス・ルールにより、ユーザーが実際に
ファイルを削除するのを禁止するように要求しています。 も極端な例では、官公庁は必要
に応じて書類を再作成できるように、各ファイルの各バージョンをなんらかの方法でメンテ
ナンスする必要があります。一方、管理者またはマネージャは、システムからパージされる
前にドキュメントを 初に検討する必要がありますが、ドキュメントを永続的に保存する必
要があるとはかぎりません。

この要件、つまり、ファイル・システムでの削除操作の動作を効率的に変更することが、標
準的なファイル・システムには適さないことは明らかです。 ただし、Oracle 9iFSでは、単一
のオーバーライドを完了するのみで削除操作を変更できます。

Oracle 9iFSに用意されているサンプル・コードに用意されているサンプル・コードに用意されているサンプル・コードに用意されているサンプル・コード
Oracle 9iFS製品のインストールには、参照用に大量のサンプル・コードを含むディレクトリ
/Samplecodeが用意されています。 また、このマニュアル全体に Oracle 9iFSの Javaおよ
び XMLコードのインラインの例が記載されています。

表 1-10に、Oracle 9iFSインストールの Sampleサブディレクトリにあるサンプル・コード
を示します。Utilitiesクラスは他の例で使用されているヘルパー・クラスであるため、例の
動作を十分に理解するにはヘルパー・クラスとその関連クラスの両方を検討する必要がある
ことに注意してください。 

表表表表 1-10 Oracle 9iFSに用意されているサンプル・コードに用意されているサンプル・コードに用意されているサンプル・コードに用意されているサンプル・コード

名前名前名前名前 説明説明説明説明

ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ

BaseUtilities.java これは、すべてのユーティリティ・クラスの継承元となるベー
ス・クラスです。セッションの取得、オブジェクト名の取得お
よびオブジェクトの解放など、基本的なメソッドがあります。
また、管理モードの設定とユーザーの偽装も行います。この 2
つのタスクを実行できるのは、管理ユーザーのみです。

LoggerConstants.java オフ、低、中（デフォルト）および高など、様々なロギング・
レベルを定義するインタフェースです。

Logger.java 実際のロギングを実行します。

AclUtilities.java Access Control Entry（ACE）の操作を通じて ACLを管理しま
す。アクセスの取消しと付与、ACEの更新と削除を行います。

ClassObjectUtilities.
java 

管理ユーザーのみに許可されたタスクを実行します。
SchemaObjects、ClassObjectsおよび Attributesを管理し、カス
タム・クラスを作成および削除します。ValueDefaultsの作成も
行います。
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DocumentUtilities.java ローカル・ハード・ドライブ上のファイルからドキュメントを
作成し、ドキュメントをコピーし、ドキュメントの内容を更新
します。

FolderUtilities.java フォルダを作成し、指定されたパスでフォルダを検索し、フォ
ルダ項目のソート済みリストを表示し、フォルダ内の項目数を
戻します。

GroupUtilities.java グループを作成し、グループのメンバーを追加または削除し、
グループのすべてのメンバーを表示し、ユーザーまたはグルー
プが指定のグループに属しているかどうかを戻します。

PropertyBundleUtilities
.java

PropertyBundleを作成し、PropertyBundleのプロパティを追加
または削除し、PropertyBundleのすべてのプロパティを表示し
ます。

PublicObjectUtilities.
java 

PublicObjectにカテゴリを追加し、PublicObjectの ACLを設定
し、PublicObjectの名前と説明を表示します。

SearchUtilities.java 検索文を作成して実行します。検索条件として、属性、内容ま
たはフォルダ・ツリーを使用できます。すべての修飾が適用さ
れます（つまり、すべての条件が AND演算子で結合されます）。

SelectorUtilities.java 単一クラスに基づく単純検索であるセレクタを作成して実行し
ます。

UserUtilities.java 管理ユーザーのみに許可された一部のタスクを実行します。
DirectoryUsersを作成および解放し、ユーザーの
PrimaryUserProfileを表示し、ユーザーのパスワードを更新しま
す。 

VersioningUtilities.
java

ドキュメントをバージョニングします。

サンプルサンプルサンプルサンプル

BaseSample.java       すべてのサンプル・クラスの継承元となるベース・クラスです。
サービスを開始し、セッションを確立し、切断します。また、
サンプルで作成されるオブジェクトのベクトルをメンテナンス
します。各サンプルの終了時に、ベクトル内のすべてのオブ
ジェクトを解放してセッションをクリーンアップします。ス
キーマは、サンプル実行前の状態に戻ります。

表表表表 1-10 Oracle 9iFSに用意されているサンプル・コードに用意されているサンプル・コードに用意されているサンプル・コードに用意されているサンプル・コード（続き）（続き）（続き）（続き）

名前名前名前名前 説明説明説明説明
1-22 Oracle Internet File System開発者リファレンス



Oracle 9iFSに用意されているサンプル・コード
GlobalSetup.java このクラスは、他のサンプルを実行する前に 1度実行します。
GlobalSetup.javaは、他のサンプルに必要な基本的な
Oracle 9iFS オブジェクトを作成します。SampleUser1
（admin）、SampleUser2～ 5を作成し、フォルダ・ツリー
/ifs/examples/apiを作成します。Documentのサブクラスであ
る Reportを作成し、カテゴリ UnderReviewを作成します。検
索サンプルに必要なシード・ドキュメントを作成します。検索
用のドキュメントに索引を付けるには、Oracle Textをインス
トールして実行している必要があります。

GlobalCleanup.java このクラスは、サンプルの実行を終了した後に実行します。こ
のクラスにより、GlobalSetup.javaで作成された Oracle 
9iFSオブジェクトが解放されます。

CreateTextFiles.java 検索サンプルに必要なシード・ドキュメントを作成します。こ
のクラスは、検索サンプルの実行前に実行します。ドキュメン
トに索引を付けるには、Oracle Textをインストールして実行し
ている必要があります。

DeleteTextFiles.java 検索サンプルに必要なドキュメントを解放します。

AclSample.java ACLを作成して変更します。    

CategorySample.java すべてのファイルとフォルダに適用できるカスタム属性の一種、
カテゴリを指定してドキュメントを作成します。

TextSearchSample.java コンテキスト検索を作成して実行します。

CreateLargeGroups.java Oracle 9iFSのトランザクションの使用方法を示すグループを作
成します。

DocumentSample.java ドキュメントと、そのサブクラスである Reportを作成します。

FolderSample.java フォルダ・ツリーを作成して移入します。

GroupSample.java グループを作成し、そこにユーザーとグループを追加します。 

PropertyBundleSample.
java

PropertyBundleを作成し、そのプロパティを追加、更新および
削除します。

SearchSample.java 属性検索を作成して実行します。この例では、検索から生成さ
れた SQLを表示します。

SelectorSample.java セレクタ検索を作成して実行します。

UserSample.java ユーザーを作成し、User Optionsハッシュ表のデフォルトを変
更します。

表表表表 1-10 Oracle 9iFSに用意されているサンプル・コードに用意されているサンプル・コードに用意されているサンプル・コードに用意されているサンプル・コード（続き）（続き）（続き）（続き）

名前名前名前名前 説明説明説明説明
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これらの例は、参考を目的として使用してください。これらの例は、実際に再使用可能なア
プリケーション・コンポーネントになるようには設計されていません。

例の実行例の実行例の実行例の実行
これらの例を実行する場合は、 初に GlobalSetup.javaを実行してください。終了後に
GlobalCleanup.javaを実行し、Oracle 9iFSを例の実行前の状態に戻します。

VersioningSample.java ドキュメントをバージョニングします。

ViewsSample.java 検索からビューを作成します。

表表表表 1-10 Oracle 9iFSに用意されているサンプル・コードに用意されているサンプル・コードに用意されているサンプル・コードに用意されているサンプル・コード（続き）（続き）（続き）（続き）

名前名前名前名前 説明説明説明説明
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Oracle 9iFSの
2

Oracle 9iFSの詳細の詳細の詳細の詳細

この章では、Oracle 9iFSのシステム要素、主要なデータベース機能および拡張性のポイント
について説明します。この章は、開発者がインストール時の製品の基本的なカスタマイズ計
画を作成し、既存の要素を修正したり新規要素を作成して機能を追加できるように、Oracle 
9iFSのアーキテクチャについて理解を深めることを目的としています。この章の内容は、次
のとおりです。

� オブジェクトの管理

� ファイル・システムにもたらされるデータベース機能

� アーキテクチャの概要

� コンテンツ管理用の開発プラットフォームとしての Oracle 9iFS

� 拡張性のポイント
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オブジェクトの管理
オブジェクトの管理オブジェクトの管理オブジェクトの管理オブジェクトの管理
Oracle Internet File System（Oracle 9iFS）で実行される基本的なタスクは、オブジェクトを
管理することです。オブジェクトには、次のように多数の形式があります。

� ドキュメントとフォルダ。

� ファイルのメタデータ。名前、説明および変更日などです。

� ユーザー情報。名前を持つユーザー、グループおよび認証設定などです。

� ACL。ファイルを表示および変更できるユーザーを制御します。

� スキーマ要素。オブジェクト・クラスなどです。

� システム要素。他のオブジェクトの動作を制御する非表示の値です。

「管理」という用語には、ファイルの追加、変更、削除、バージョニングおよび編成などの
アクティビティが含まれます。

多数のオブジェクト管理方法多数のオブジェクト管理方法多数のオブジェクト管理方法多数のオブジェクト管理方法
インストール時の Oracle 9iFSには、オブジェクト操作用に多数のグラフィカル・インタ
フェースが用意されています。エンド・ユーザーは、基礎となるデータベース・スキーマの
知識がなくても、Oracle 9iFSのコンテンツ管理、検索、バージョニングおよびセキュリティ
機能を使用できます。ユーザーは他のファイル・サーバーの場合と同様に Oracle 9iFSに接
続し、そこに格納されているファイルを他の共有ネットワーク記憶デバイスの場合と同様に
操作します。

Java実装実装実装実装
Oracle 9iFSは、JDBCのクラスを使用して Oracle9iデータベースと相互に作用する Pure 
Javaアプリケーションです。ファイルとフォルダは、Javaクラス・オブジェクトの一時イン
スタンスを使用して表示され、データベースにレコードとして永続的に格納されます。ファ
イルの格納と取出しの複雑さは、Oracle 9iFS APIにより透過的、かつ効率的に処理されま
す。

多機能の多機能の多機能の多機能の XMLフレームワークフレームワークフレームワークフレームワーク
Oracle 9iFSでは、新しい XML標準の多数の機能がサポートされます。XMLファイルは、
データの格納や転送に使用できるのみでなく、特定のデータ格納ニーズに合せて Oracle 9iFS
を構成し、カスタマイズするためのメカニズムとしても使用できます。
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ファイル・システムにもたらされるデータベース機能
ファイル・システムにもたらされるデータベース機能ファイル・システムにもたらされるデータベース機能ファイル・システムにもたらされるデータベース機能ファイル・システムにもたらされるデータベース機能
Oracle 9iFSオブジェクトの Java表現はプレゼンテーション層で操作できますが、基礎とな
るレコードは Oracle9iデータベースにリレーショナル・レコードとして格納されます。これ
により、標準的なファイル・システムにはない高機能と柔軟性が得られます。

セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ
Oracle 9iFSのセキュリティ・モデルは、オブジェクトごとに構成可能なアクセス制御機能を
持っています。ACLでは、各ファイルに対して検出（フォルダ階層を検索または移動して
ファイルを探す機能）、読込み、書込みまたは削除の各アクセス権を持っているユーザーま
たはグループを、ドキュメントごとに指定できます。

検索検索検索検索
Oracle 9iFSでは、ユーザーは属性（名前、説明、変更日または開発者が定義したカスタム属
性など）に基づいてドキュメントを検索できます。また、Oracle 9iFSでは Oracle Textの索
引付け機能が公開されます。これにより、ドキュメントの内容（マルチメディア・ファイル
のテキスト要素など）の検索を、標準的なファイル・システムの全文コンテキスト検索機能
の数千倍の速度で実行できます。

ファイル共有ファイル共有ファイル共有ファイル共有
Oracle 9iFSには、標準的なファイル・システムより優れたコンテンツ管理機能とコラボレー
ション機能があります。 ファイルはバージョニングできます。つまり、ユーザーがドキュメ
ントをチェックアウトし、変更し、チェックインするたびに、新バージョンが作成されま
す。また、ドキュメントの反復をさかのぼり、前の内容にアクセスできます。

ファイルには多数のプロトコルを通じてアクセスでき、世界中のユーザーから使用されま
す。集中的な格納により、セキュリティやバックアップなど、データのメンテナンスに関連
する管理タスクが簡素化されます。

同じファイルを複数のファイルに使用できます。ユーザーは、使用中のファイルを個人用と
して も適切なディレクトリ構造に置くことができます。 Oracle 9iFSにはファイルのコピー
が 1つのみ格納され、1箇所で更新されると、すべての場所で更新されます。あるディレク
トリからファイルが削除されても、他のすべてのディレクトリには引き続き表示されます。
ファイルが Oracle 9iFSリポジトリから削除されるのは、そのファイルがすべての親フォル
ダから削除された場合のみです。
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アーキテクチャの概要
アーキテクチャの概要アーキテクチャの概要アーキテクチャの概要アーキテクチャの概要
この項では、Oracle 9iFSのコンポーネントの概要を説明します（図 2-1を参照）。

図図図図 2-1 Oracle Internet File Systemのアーキテクチャのアーキテクチャのアーキテクチャのアーキテクチャ

プロトコル・サーバープロトコル・サーバープロトコル・サーバープロトコル・サーバー
Oracle 9iFSのプロトコル・サーバーは、Oracle 9iFSの Java APIを使用して記述されてお
り、クライアントは HTTP、Windows Explorer、NFS、FTP、Macintosh DAVEおよび電子
メール・クライアントを使用して、リポジトリ内のオブジェクトにアクセスできます。ファ
イルとフォルダは、各プロトコルに適した方法でエンド・ユーザーに表示されます。

リポジトリリポジトリリポジトリリポジトリ
機能的には、リポジトリは、データベースの行や表の内容をファイル、フォルダ、ユーザー
およびグループなどのオブジェクトに変換するタスクを実行する単一メカニズムです。 開発
者の観点から見ると、リポジトリは実際には 2つの部分で構成されています。一方はデータ
ベースへのアクセスに使用される Java APIで、他方は Oracle9iデータベースのインスタン
ス内の IFSSYSスキーマです。
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アーキテクチャの概要
リポジトリの Javaクラスでは、次のタスクが実行されます。

� オブジェクトの格納。各オブジェクトの内容とオブジェクトの属性が格納され、特定の
型を持つオブジェクトに特別なルールが適用されます。

� アクセス制御。指定のオブジェクトが操作される前に、ユーザーが適切なアクセス権を
持っているかどうかが確認されます。

� コンテンツ管理。バージョニング、チェックアウトおよびチェックインの機能があり、
オブジェクトの索引付けを実行する必要があるかどうかが決定されます。

� インフラストラクチャの操作。非公開のクラスにより、ファイル・システムのアクショ
ンがデータベース操作に変換されます。データベース・セッションはリポジトリにより
プールされ、必要に応じて割り当てられます。

Oracle 9iFSのスキーマのスキーマのスキーマのスキーマ
スキーマは、特定のユーザーに属している表とフィールドのコレクションです。Oracle 9iFS
のスキーマは IFSSYSで、Oracle 9iFSで使用されるすべてのオブジェクトが含まれていま
す。ただし、ユーザー資格証明は IFSSYS$CMに格納されます。

Oracle 9iFSに対する開発の場合、データベースをこのレベルで直接取り扱う必要はありませ
ん。IFSSYSスキーマには、Oracle 9iFSで管理されるすべての永続オブジェクトが格納され
ます。

表表表表
Oracle 9iFSのどの ClassObjectにも、ODM_<DatabaseObjectName>という表があります。
<DatabaseObjectName>は、ClassObjectの DatabaseObjectName属性の値です。ほとん
どの場合、DatabaseObjectNameの名前は ClassObjectと同じですが、名前が 31文字以上の
場合は省略されます（これは Oracle9iデータベースの制限です）。

列列列列
各表の 1列目は、その行の一意の ID番号です。この値にはNULLを指定できません。1列
に各属性が格納されます。属性は、データベースでサポートされるデータ型であれば、どの
ような型でもかまいません。データベースのデータ型から Javaプログラミング言語と互換
性のあるデータ型への、値の変換が必要になる場合があります。このため、属性値は
AttributeValueオブジェクトを使用して Javaからデータベースに渡されます。この種のオブ
ジェクトは、どのようなデータ型でも受け入れるようにオーバーロードされ、データベース
に対する挿入や抽出のための変換を実行します。

Oracle 9iFSでは、どのようなデータ型でも同じ型の値の配列として格納する操作がサポート
されます。このような場合、Oracle 9iFSでは配列内の項目数がオブジェクト表に値として格
納されます。配列値そのものは、その型の配列値を保持する別の表に格納されます。たとえ
ば、カスタム配列属性 HOLIDAYSが Documentクラスのサブクラスに追加されている場
合、列 HOLIDAYSには特定レコードの日付値の数が格納されます。値そのものは、
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アーキテクチャの概要
ODM_AVDATEARRAY表に別個に格納され、一意のドキュメント IDにより親レコードにリン
クされます。

Oracle 9iFSに格納される永続オブジェクトに格納される永続オブジェクトに格納される永続オブジェクトに格納される永続オブジェクト
Oracle 9iFSには、3つの型の永続オブジェクトが格納されます。他のオブジェクトは、それ
ぞれこの 3つの型のサブクラスです。表 2-1に、Oracle 9iFSに格納される 3つの型の永続オ
ブジェクトを示します。

オブジェクトの継承オブジェクトの継承オブジェクトの継承オブジェクトの継承
Oracle 9iFSのすべてのオブジェクトは、3つの主要な型のサブクラスです。たとえば、
PublicObjectの Documentサブクラスは、PublicObjectのすべての属性を継承する他に、2
つの独自属性が追加されます。Documentクラスのサブクラスを作成すると、作成後のクラ
スは PublicObjectおよび Documentのすべての属性を継承します。このため、アプリケー
ションに必要な特定の属性と動作のみを追加して、洗練されたドキュメント格納モデルをす
ばやく構成できます。

どのプロトコル（HTTPや FTPなど）から Oracle 9iFSにファイルが置かれる場合も、その
ファイルの属性は内容とは別個に格納されます。ドキュメントの内容が Oracle Textを使用
して索引付けされている場合、その内容は表 ODMM_CONTENTSTOREに格納されます。索引
が付いていない場合は、ODMM_NONINDEXEDSTOREに格納されます。

ビュービュービュービュー
ODM_tableごとに、多数のビューが作成されます。 も役立つのは
ODMV_<DatabaseObjectName>で、親表から も役立つ列の結合が表示されます。 たとえ
ば、ビュー ODMV_PROPERTYBUNDLEには、表 ODM_PROPERTYBUNDLE、
ODM_APPLICATIONOBJECTおよび ODM_PUBLICOBJECTからの列が含まれます。

SQL*Plusを使用すると、IFSSYSスキーマを活用し、Java API経由で行った変更結果を調べ
ることができます。 ただし、SQLコマンドを使用して Oracle 9iFSリポジトリで値を直接変
更することは絶対にしないでください。この操作を行うとスキーマが破損し、どの程度の
データ量が失われるかは予測できません。

表表表表 2-1 永続オブジェクトの型永続オブジェクトの型永続オブジェクトの型永続オブジェクトの型

データベース・オブジェクトデータベース・オブジェクトデータベース・オブジェクトデータベース・オブジェクト 説明説明説明説明

ODM_PUBLICOBJECT ユーザーが検出して操作できるすべて。

ODM_SYSTEMOBJECT Formatsや Relationshipsなど、PublicObjectsのメタ
データ。

ODM_SCHEMAOBJECT Attributesや ValueDomainsなど、PublicObjectsに関
する情報。
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拡張性のポイント
コンテンツ管理用の開発プラットフォームとしてのコンテンツ管理用の開発プラットフォームとしてのコンテンツ管理用の開発プラットフォームとしてのコンテンツ管理用の開発プラットフォームとしての Oracle 9iFS
Oracle 9iFSの Java APIにより、開発者は拡張ファイル・システムとコンテンツ管理機能を
使用できるようになりました。開発プロジェクトの例を次に示します。

� ファイルとフォルダの新しいタイプの定義、既存のクラスのサブクラス化、新規の属性
および動作の追加

� XMLベース・アプリケーションの作成

� Oracle 9iFSに挿入されたドキュメントから構造化データを抽出するカスタム・パーサー
の作成

� Oracle 9iFSに格納されたファイルをオリジナル形式またはまったく異なるファイル・タ
イプとして再構成する、カスタム・レンダラの作成

� 特定フォルダへのファイルの格納などのイベントが発生した場合の、電子メール通知の
生成

拡張性のポイント拡張性のポイント拡張性のポイント拡張性のポイント
Oracle 9iFSの事実上あらゆる拡張機能が、カスタマイズ用に公開されています。次のエント
リ・ポイントが使用可能です。

� サブクラス

� Tieクラス

� パーサー

� レンダラ

� エージェント

� オーバーライド

� サーブレットおよび JavaServer Pages

サブクラスサブクラスサブクラスサブクラス
Oracle 9iFSの動作を変更する場合に も簡単な方法は、既存のクラスを拡張してカスタム属
性を追加することです。Documentクラス、Folderクラスまたは独自のカスタム・サブクラ
スを拡張できます。作成したサブクラスは、PublicObjectクラスまでの親の属性をすべて継
承します。サブクラス化には、Java API、XML構成ファイルまたは Oracle 9iFS Manager
ツールを使用できます。
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拡張性のポイント
Tieクラスクラスクラスクラス
Java APIでは、本来のクラスとその親の間に Tieクラスが存在します。Tieクラスは、親の
動作を継承してサブクラスに渡す空のクラスです。たとえば、PublicObjectクラスと
Documentクラスの間には、TieDocumentというクラスがあります。TieDocument自体に
は、メソッドはありません。

Tieクラスの目的は、本来のクラス自体を変更せずにその動作を変更できるようにすること
です。たとえば、TieDocumentでは、Documentクラスとそのすべてのサブクラスが継承す
る動作を追加できます。

パーサーパーサーパーサーパーサー
パーサーは、Oracle 9iFSでドキュメントが挿入または更新されるときにコールされるプログ
ラムです。パーサーはファイルから構造化データを抽出し、ファイルの属性として格納しま
す。予測可能な構造を持つドキュメントであれば、どのような種類のドキュメント用のカス
タム・パーサーでも記述できます。属性は、名前 /値のペアとして、または HTMLタグや
XMLタグで識別できます。属性は、予測可能な位置（先頭、末尾またはファイルの先頭か
ら n文字目）に特定の値が常に挿入されるファイルから取り込むことができます。情報は識
別されますが、パーサー・クラスは InputStreamを仲介してデータを抽出し、開発者が選択
したデータに対する操作を実行し、ファイル格納ジョブを完了できるように Oracle 9iFSリ
ポジトリに制御を戻します。また、ParserCallbackメカニズムもあります。このメカニズム
は、開発者により識別されたプログラムをコールし、ファイルのコピーを特定のフォルダに
格納するなどの後処理を実行します。

レンダラレンダラレンダラレンダラ
レンダラは、Oracle 9iFSリポジトリから Documentオブジェクトを取り出し、開発者が選
択した形式でクライアントに配信します。レンダラがパーサーと正反対の機能を持つという
わけではありません。レンダラはパーサーとは逆のプロセスを実行し、リポジトリから項目
を取り出してファイルとして再構成しますが、ファイルを元の形式で再格納する必要がある
とはかぎりません。たとえば、Documentのサブクラスに対して複数のレンダラを定義し、
要求側クライアントのタイプに基づいて特定のレンダラをコールできます。

サーバーサーバーサーバーサーバー
サーバーは、プロトコル・サーバーおよびエージェントという 2つのカテゴリに分類できま
す。プロトコル・サーバーは、Oracle 9iFSへの接続に使用される様々なプロトコルについて
接続を管理します。エージェントは、イベントにより起動するプログラムで、Oracle 9iFSリ
ポジトリが変更されるか、事前定義の期間が経過すると起動します。Oracle 9iFSリポジトリ
内でイベントが発生した場合に、特定のタスクまたはタスク・セットを実行するように、
エージェントを定義できます。
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拡張性のポイント
オーバーライドオーバーライドオーバーライドオーバーライド
一部のクラスには、クライアント側ではなくサーバー側で実行される特殊なメソッドが用意
されており、その目的は Oracle 9iFSのデフォルト動作をオーバーライドできる場所を提供
することです。インストール時には、この種のメソッドは空です。この種のポイントには、
Oracle 9iFSリポジトリに格納される情報の整合性の維持に必要なデフォルト動作をオーバー
ライドする危険を犯さずに、独自の処理を追加できます。

ほとんどのクラスには、メソッド extendedPreInsert()、extendedPreUpdate()およ
び extendedPreFree()が含まれています。この 3つのメソッドは、それぞれ Oracle 9iFS
オブジェクトの作成、更新または削除の直前にコールされます。

S_PublicObjectクラスには、オーバーライド extendedPostInsert()、
extendedPostUpdate()および extendedPostFree()も含まれており、対応するアク
ションが発生した直後に実行される動作を追加できます。

S_Folder クラスには、独自の特殊なオーバーライド extendedPreAddItem()、
extendedPostAddItem()、extendedPreRemoveItem()、
extendedPostRemoveItem()があります。

サーブレットおよびサーブレットおよびサーブレットおよびサーブレットおよび JavaServer Pages
サーブレットは、HTTPサーバー内でモジュールとして実行され、動的コンテンツを生成す
る Javaプログラムです。サーブレットは Sun Java Servlet APIを使用して記述されますが、
どのようなプラットフォームやWebサーバーでも実行できます。実質的には、サーブレッ
トは、クライアント要求に応答して HTMLコードを生成する Javaプログラムです。サーブ
レットには、各要求の処理に必要なオーバーヘッドを 小限に抑える高パフォーマンス、シ
ングル・プロセス、マルチスレッドのアーキテクチャが使用されます。

Oracle 9iFSでは、HttpServletクラスに基づくカスタム・サーブレットを使用して、リポジ
トリへの HTTPプロトコル・アクセスと、Distributed Authoring and Versioning（DAV）
のある程度のサポートを提供します。このサーブレットは、Apache駆動の Oracle HTTP 
Serverで動作します。 

JavaServer Pages（JSP）では、サーブレットの作成アプローチが異なります。JSPは、
HTMLコードが埋め込まれた Javaプログラムではなく、Javaコードが埋め込まれた HTML
ページです。JSPでは、ユーザー・インタフェースの作成タスクを、情報を提供するビジネ
ス・ロジックの開発タスクから分離できます。ほとんどの場合、JSPはサーバー側に
JavaBeansを持ち、ページのデータ要素用のアクセッサ・メソッドとミューテータ・メソッ
ド（getterおよび setter）を提供します。サーブレットと JSPの詳細は、第 12章「Webイン
タフェースのカスタマイズ」を参照してください。
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Java APIの
3

Java APIの概要の概要の概要の概要

Oracle Internet File Systemには、広範囲なカスタマイズやアプリケーションに適用できるよ
うに設計された多数のメカニズムが用意されています。その 1つが Java APIであり、Oracle 
9iFSで情報を操作するための強力なオブジェクト指向のインタフェースを提供します。この
章の内容は、次のとおりです。

� Oracle 9iFS Java APIの概要

� ファンクション別 API

� リポジトリへの接続

� 情報の管理

� コンテンツ・タイプの定義

� コンテンツ・タイプの動作の拡張

� コンテンツ・タイプのインスタンス化

� 情報の検索

� 情報の処理
概要 3-1



Oracle 9iFS Java APIの概要
Oracle 9iFS Java APIの概要の概要の概要の概要
Java APIでは Oracle 9iFSサーバーの機能が全面的に公開されるため、そのコンテンツ管理
機能をアプリケーションで活用できます。また、Javaで実装されるため、JavaServer Pages、
J2EEおよび JavaBeansなど、インターネット・アプリケーションの構築に適した標準ベース
のテクノロジを使用できます。

ただし、Java APIを初めて使用する場合、Javadocは始点として適切でない場合がありま
す。Oracle 9iFS Java APIには、200以上のクラスが含まれています。Documentや Folder
のようなクラスの他に、SystemObjectクラス、SchemaObjectクラス、Tieクラス、
Server-sideクラスおよび Definitionクラスなど、なじみの薄いクラスも多数あります。

この章は、開発プラットフォームの 1側面の概要を示すものと考えてください。 この章を全
体として読むと、APIの概要として役立ちます。また、目標が決まった後では、クラスに関
して特定情報を見つけるためのリファレンスとして役立ちます。

ドキュメントとユーザーを Oracle 9iFSでモデル化する方法と、このプラットフォームでの
作業に使用できるすべてのツールについては、第 1章「Oracle Internet File System SDKス
タート・ガイド」を参照してください。

APIパッケージパッケージパッケージパッケージ
Java APIは、Javaパッケージのセットとして編成されています。各パッケージを使用する
と、APIを簡単にブラウズして操作できます。パッケージでは、Java APIのクラスがアプリ
ケーションでの使用方法に従って編成されています。表 3-1に、Java APIのパッケージを示
します。

表表表表 3-1 Oracle 9iFS Java APIのパッケージのパッケージのパッケージのパッケージ

パッケージ名パッケージ名パッケージ名パッケージ名 注意注意注意注意 関連項目関連項目関連項目関連項目

oracle.ifs.adk.filesystem このパッケージは、ファイルとフォルダの操
作用に簡素化されたインタフェースを提供し
ます。このパッケージ内の IfsFileSystem
クラスでは上位レベルのファンクションが実
行され、各ファンクションで他のパッケージ
に対して複数の下位レベル・コールを実行で
きます。

このパッケージでは、セキュリティと全文検
索を除き、ある程度のバージョニングやファ
イル・ロックなど、単純なファイルおよび
フォルダ操作が公開されます。

第 5章「コンテンツ・タイ
プと属性の拡張」

oracle.ifs.adk.mail このクラスでは、電子メール・メッセージ
機能が実装されます。

第 18章「プログラムに
よる電子メールの送受
信」
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Oracle 9iFS Java APIの概要
oracle.ifs.adk.security このパッケージには、保護Webアクセスを
管理するためのインタフェースが 1つ含ま
れています。

第 15章「セキュリティ」

oracle.ifs.adk.user UserManagerクラスでは、ユーザーの作
成と管理が行われます。

第 15章「セキュリティ」

oracle.ifs.beans このパッケージには、Oracle 9iFSのコンテ
ンツ管理機能を活用するカスタム・アプリ
ケーションを構築できるように、プライマ
リ・インタフェースが用意されています。
この種のクラスは、Bean側 Javaクラスと
も呼ばれます。

このパッケージ内のクラスを使用してリポ
ジトリ・セッションを確立し、Oracle 9iFS
オブジェクトに対する検出、作成、変更お
よび削除アクションを実行します。

第 8章「検索アプリケー
ションの構築」、 第 5章
「コンテンツ・タイプと
属性の拡張」

oracle.ifs.beans.parsers このパッケージには、カスタム・パーサー
の作成時に必要なインタフェースとクラス
が含まれています。

第 9章「カスタム・パー
サーの作成」、第 10章
「XMLおよび Oracle 

Internet File System」

oracle.ifs.beans.resources このパッケージのクラスでは、リポジトリ
用のエラー・コードとローカライズ済みの
文字列が処理されます。

付録 A「エラー・メッ
セージ」

oracle.ifs.common このパッケージには、ユーザー・セッショ
ン、コレクション、イベント通知、キャッ
シュ、ローカライゼーションおよびOracle 
Textのテーマへのアクセスの管理に必要な
クラスが含まれています。

付録 A「エラー・メッ
セージ」

oracle.ifs.management.domain このパッケージには、サーバーの構築に使
用する 2つのインタフェースと 1つのクラ
スが含まれています。Servers（旧称は
Agents）は、Oracle 9iFSに対してバックグ
ラウンドで実行されるタスクを自動化する
ために使用されます。

このパッケージは、使用できないパッケー
ジ oracle.if.agents.commonのかわり
に使用されます。

第 13章「カスタム・
サーバーの作成」

表表表表 3-1 Oracle 9iFS Java APIのパッケージ（続き）のパッケージ（続き）のパッケージ（続き）のパッケージ（続き）

パッケージ名パッケージ名パッケージ名パッケージ名 注意注意注意注意 関連項目関連項目関連項目関連項目
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ファンクション別 API
ファンクション別ファンクション別ファンクション別ファンクション別 API
カスタム・アプリケーションの設計および構築プロセスを開始すると、APIのクラスの機能
別ビューが必要になる場合があります。この項では、APIをタスク順に説明します。

リポジトリへの接続リポジトリへの接続リポジトリへの接続リポジトリへの接続
Oracle 9iFSでは、oracle.ifs.beansパッケージのトップレベルに 2つのクラス
LibraryServiceおよび LibrarySessionが用意されており、リポジトリへの接続用の
プライマリ・インタフェースとして機能します。 

この 2つのクラスは、ChallengeResponseCredential、CleartextCredential、
HTTPDigestCredential、TokenCredentialおよび ConnectOptionsなど、Oracle 
9iFSへの接続に必要なユーザー名、パスワードおよび他の情報の構成に使用される
oracle.ifs.commonパッケージ内の複数のクラスでサポートされます。

oracle.ifs.search このパッケージ内のクラスは、
oracle.ifs.beans.Searchクラスとと
もに複合問合せの構成と実行に使用されま
す。

第 8章「検索アプリケー
ションの構築」

oracle.ifs.server このパッケージ内のクラスは、サーバー側
Javaクラスとも呼ばれます。各クラスでは、
Oracle 9iFSの動作が実装されます。
oracle.ifs.beansパッケージは Oracle 
9iFSの機能へのアクセスに使用されますが、
これらのクラスにはその機能を実装する
コードが含まれています。サーバー側 Java
クラスをオーバーライドすると、挿入、更
新および削除など、特定のタスクについて
Oracle 9iFSサーバーでの実行方法を変更で
きます。

第 17章「コンテンツ・
タイプの動作のカスタマ
イズ」

oracle.ifs.server.renderers このパッケージには、カスタム・レンダラ
の作成と、Oracle 9iFSの XMLレンダリン
グ機能の使用のための、3つのレンダラ・ク
ラスと 1つのインタフェースが含まれてい
ます。

第 11章「カスタム・レン
ダラの作成」、 第 10章
「XMLおよび Oracle 

Internet File System」

oracle.ifs.server.sql これらのクラスでは、Oracle 9iFSスキーマ
内でカスタム表に対して SQL文を実行でき
ます。

第 16章「セッションお
よびトランザクションの
管理」

表表表表 3-1 Oracle 9iFS Java APIのパッケージ（続き）のパッケージ（続き）のパッケージ（続き）のパッケージ（続き）

パッケージ名パッケージ名パッケージ名パッケージ名 注意注意注意注意 関連項目関連項目関連項目関連項目
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ファンクション別 API
情報の管理情報の管理情報の管理情報の管理
Java APIのクラスのほとんどは、リポジトリに格納される各種の情報の管理に使用されま
す。これらのクラスは、oracle.ifs.beansパッケージのトップレベル・クラス
LibraryObjectからの派生クラスです。このクラスは、リポジトリ内の基本情報単位を表
します。LibrarySessionクラスは、これらのクラスのインスタンスを作成するファクト
リとして機能します。

コンテンツ・タイプの定義コンテンツ・タイプの定義コンテンツ・タイプの定義コンテンツ・タイプの定義
Oracle 9iFSには柔軟な情報モデルが用意されており、特別なコンテンツ・タイプを定義し、
型ごとにルールと動作を作成できます。カスタム・コンテンツ・タイプを定義することは、
すべてのカスタマイズの基礎のため、複数のテクニックが用意されています。Oracle 
Enterprise Managerツールを使用すると、XMLファイルを削除したり Java APIを使用でき
ます。APIには、oracle.ifs.beansパッケージの SchemaObjectクラスから派生した
クラス・セットが含まれており、コンテンツ・タイプの構造、そのタイプの情報の格納に使
用する表、コンテンツ・タイプの動作を実装する Javaクラスを定義できます。

コンテンツ・タイプの動作の拡張コンテンツ・タイプの動作の拡張コンテンツ・タイプの動作の拡張コンテンツ・タイプの動作の拡張
Oracle 9iFSでは、コンテンツ・タイプの動作を実装する Javaクラスを拡張し、その動作を
カスタマイズできます。Oracle 9iFS Java APIには Tieクラスが含まれており、このクラス
にはクラス階層のどこででも Javaクラスを拡張する整然とした方法が用意されています。
ネーミング規則 Tie<classname>により、各コンテンツ・タイプの Javaクラス名が保た
れ、カスタマイズ内容を簡単に実装でき、他のユーザーは実装後に簡単に理解できます。

コンテンツ・タイプのインスタンス化コンテンツ・タイプのインスタンス化コンテンツ・タイプのインスタンス化コンテンツ・タイプのインスタンス化
各コンテンツ・タイプには対応する Definitionクラスがあり、このクラスは
oracle.ifs.beansパッケージ内の LibraryObjectDefinitionクラスの派生クラスで
す。Definitionクラスは、新規コンテンツ・タイプ・インスタンスの作成に使用されま
す。たとえば、Documentのインスタンスを作成するには、DocumentDefinitionオブ
ジェクトを作成し、それを LibrarySessionのメソッドに渡してドキュメントを作成しま
す。作成したドキュメントは、永続オブジェクトとして Oracle 9iFSリポジトリに格納され
ます。ネーミング規則 <classname>Definitionにより、対応するコンテンツ・タイプの
Javaクラス名が保たれます。
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リポジトリへの接続
情報の検索情報の検索情報の検索情報の検索
Oracle 9iFSでは、oracle.ifs.beansパッケージのトップレベルに、リポジトリを検索し
て検索結果を操作するための 4つのプライマリ・クラス Selector、Search、
SearchResultObjectおよび FolderPathResolverが用意されています。

� Selectorクラスは、リポジトリ内の情報に関する単純問合せの実行用です。

� Searchクラスには、oracle.ifs.searchパッケージ内の添付クラスで構成される複
合問合せを実行するための確実なインタフェースが用意されています。

� SearchResultObjectクラスでは、Searchから返された情報が操作されます。

�  FolderPathResolverクラスは、ファイル・システム・パス経由でリポジトリ内で情
報を検索するために使用されます。

情報の処理情報の処理情報の処理情報の処理
サーバー側の情報は、3つのクラス・セットで処理されます。
oracle.ifs.beans.parsersパッケージには、リポジトリに格納される前に情報を自動
的に解析するためのクラスが含まれています。oracle.ifs.server.renderersパッ
ケージには、リポジトリから取り出される情報を自動的にレンダリングするためのクラスが
含まれています。oracle.ifs.management.domainパッケージには、期限切れになった
情報の削除など、Oracle 9iFSサーバーに対する操作の実行タスクを自動化するサーバーを構
築するためのクラスが含まれています。

リポジトリへの接続リポジトリへの接続リポジトリへの接続リポジトリへの接続
Oracle 9iFSには、リポジトリへのアプリケーション接続を管理するためのクラス・セットが
用意されています。リポジトリへの接続に使用されるプライマリ・クラスは、
LibraryServiceおよび LibrarySessionの 2つです。この 2つのクラスは、
oracle.ifs.beansパッケージのトップレベルにあります。どちらも、接続の認証に必要
な情報の保持に使用される oracle.ifs.commonパッケージ内の他の少数のクラスにより
サポートされます。

LibraryService
LibraryServiceクラスは、Oracle 9iFSデータベース・スキーマへの接続の確立に使用さ
れます。LibraryServiceでは、Oracle 9iFS用の複数のクライアント・セッションが管理され
ます。また、クライアント・セッションの開始と停止、休止セッションのタイムアウト、
セッションのトレース、イベントの管理およびセッション間での共有情報のキャッシュに使
用されます。LibraryServiceは、Oracle 9iFSサーバー上の Oracleソフトウェア・ホーム・
ディレクトリにあるサービス・プロパティ・ファイルを使用して構成されます。複数の
LibraryServiceを実行し、各種のクライアント・セッションを管理するように個別に構成で
きます。
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リポジトリへの接続
サービス・プロパティ・ファイルを使用してサービスを構成する方法の詳細は、『Oracle 
Internet File Systemセットアップおよび管理ガイド』を参照してください。

表 3-2に、LibraryServiceで も使用頻度の高いメソッドを示します。

LibrarySession
LibrarySessionクラスは、Oracle 9iFSの各クライアント・セッションの表示に使用されま
す。ユーザーがクライアント経由で Oracle 9iFSにログインするたびに、LibrarySessionが作
成され、ログイン中のユーザーと Oracle 9iFSとの対話方法が管理されます。ユーザーがロ
グインしている間は 'session'と呼ばれます。LibrarySessionでは、ユーザーのセッションの
状態が追跡されます。また、このクラスは Oracle 9iFSで行われるすべての操作のプライマ
リ・ファクトリです。たとえば、LibrarySessionは、コンテンツ・タイプのインスタンスの
作成、削除および更新に使用されます。また、Searchesの構成と実行にも使用されます。

表 3-3に、LibrarySessionで も使用頻度の高いメソッドを示します。

表表表表 3-2 LibraryServiceのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

findService()
startService()

既存または新規の LibraryServiceを名前で取得しま
す。

connect() Oracle 9iFSへの接続を確立します。ユーザーの資
格証明と他の接続情報を保持する
ConnectionOptionのインスタンスを受け取ります。

getTokenCredential()
invalidateTokenCredential()

以前に作成されたトークン資格証明を操作します。

dispose() LibraryServiceを処分します。

表表表表 3-3 LibrarySessionのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

abortTransaction()

beginTransaction()

completeTransaction()

disconnect()

トランザクションの状態を管理しま
す。

createPublicObject()

createSchemaObject()

createSystemObject()

createView()

新規の永続オブジェクトを作成しま
す。
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リポジトリへの接続
getClassAccessControlListCollection()

getClassDomainCollection()

getClassObjectCollection()

getDirectoryUserCollection()

getExtendedPermissionCollection()

getExtendedUserProfileCollection()

getFormatCollection()

getFormatExtensionCollection()

getPermissionBundleCollection()

getPolicyCollection()

getSharedAccessControlListCollection()

getSystemAccessControlListCollection()

getValueDefaultCollection()

getValueDomainCollection()

オブジェクトの特定クラスの
Collectionを取得します。

getDefaultFolderRelationshipClassname()

getDefaultFolderSortSpecification()

getFolderPathDelimiter()

getRootFolder()

getWorldDirectoryGroup()

setDefaultFolderRelationshipClassname()

setDefaultFolderSortSpecification()

setFolderPathDelimiter()

システムのデフォルトを決定し、操作
します。

getDirectoryObject()

getPublicObject()

getSchemaObject()

getSystemObject()

オブジェクトを Identifier別に検索し
ます。

表表表表 3-3 LibrarySessionのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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リポジトリへの接続
getId()

getSchemaVersionNumber()

getSchemaVersionString()

getServerName()

getServerProperty()

getServerVersionNumber()

getServerVersionString()

getServiceId()

getVersionNumber()

getVersionString()

サーバー構成およびバージョン情報を
決定します。

grantAdministration()

isAdministrationMode()

setAdministrationMode()

セッションの管理モードを取得および
設定します。

getObjectsLockedForSession()

unlockForSession()

getUser()

impersonateUser()

isConnected()

接続ユーザーに関する情報を取得しま
す。

getLocalizer() ローカライゼーション情報を取得しま
す。

deregisterClassEventHandler()

deregisterEventHandler()

invokeServerMethod()

registerClassEventHandler()

registerEventHandler()

イベントを管理します。

表表表表 3-3 LibrarySessionのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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リポジトリへの接続
共通クラス共通クラス共通クラス共通クラス
LibraryServiceによる接続の確立時には、接続先となる Oracle 9iFSサーバーなどの接続オプ
ション・セットとユーザーの資格証明を渡す必要があります。 oracle.ifs.commonパッ
ケージの ConnectOptionsクラスには、Locale、Service nameおよび Service passwordな
ど、LibraryServiceに渡される接続情報が保持されます。 クラス
ChallengeResponseCredential、CleartextCredential、
HttpDigestCredentialおよび TokenCredentialには、Oracle 9iFSへのユーザー接続
の認証に使用される各種のユーザー資格証明が保持されます。

表 3-4に、ConnectOptionsで も使用頻度の高いメソッドを示します。

表 3-5に、ClearTextCredentialで も使用頻度の高いメソッドを示します。

表表表表 3-4 ConnectOptionsのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getLocale()

setLocale()

作成されるセッションのロケールを決定しま
す。

getServiceName()

setServiceName()

Oracle 9iFSへの接続の確立に使用する
LibraryServiceを決定します。

getServicePassword()

setServicePassword()

LibraryServiceで Oracle 9iFSデータベース・
スキーマに接続するために必要なパスワード
を決定します（ifssysデータベース・ユー
ザー・パスワード）。

表表表表 3-5 ClearTextCredentialのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getName()

setName()

ユーザー名を決定します。

getPassword()

setPassword()

ユーザーのパスワードを決定します。パス
ワードは暗号化されずに渡されます。
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リポジトリへの接続
表 3-6に、ChallengeResponseCredentialで も使用頻度の高いメソッドを示します。

表 3-7に、HTTPDigestCredentialで も使用頻度の高いメソッドを示します。

表表表表 3-6 ChallengeResponseCredentialのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getName()

setName()

ユーザー名を決定します。

getChallenge()

setChallenge()

要求を決定します。

getResponse()

setResponse()

応答を決定します。

TYPE_LMSESSIONKEY

TYPE_NTSESSIONKEY

getType()

setType()

応答のタイプを決定します。

表表表表 3-7 HTTPDigestCredentialのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getName()

setName()

ユーザー名を決定します。

getChallenge()

setChallenge()

要求を決定します。

getResponse()

setResponse()

応答を決定します。

HTTPDIGESTCREDENTIAL_RFC2069

HTTPDIGESTCREDENTIAL_RFC2617

getType()

setType()

HTTPDigestCredentialのタイプを決定しま
す。

getMethod()

setMethod()

メソッドを決定します。
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リポジトリへの接続
表 3-8に、TokenCredentialで も使用頻度の高いメソッドを示します。

getCnonce()

setCnonce()

cnonceを決定します。

getNc()

setNc()

ncを決定します。

getRealm()

setRealm()

レルムを決定します。

getQop()

setQop()

qopを決定します。

getUri()

setUri()

uriを決定します。

表表表表 3-8 TokenCredentialのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getName()

setName()

ユーザー名を決定します。

getToken()

setToken()

getTokenLength()

setTokenLength()

ユーザーの認証に使用されるトークンを決定
します。

getTimeoutPeriod()

setTimeoutPeriod()

getAllowedAuthenticationCount()

setAllowedAuthenticationCount()

ユーザーが認証を試行できるタイムアウト期
間と回数を決定します。

getParameters()

setParameters()

追加のパラメータを提供します。

表表表表 3-7 HTTPDigestCredentialのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
3-12 Oracle Internet File System開発者リファレンス



情報の管理
情報の管理情報の管理情報の管理情報の管理
Oracle 9iFSでは、事実上あらゆるタイプの情報を管理できます。ドキュメント、フォルダ、
ユーザーおよびグループを管理するように事前に構成されていますが、医療記録、保険料請
求および設計仕様など、ビジネスに特有のカスタム情報タイプを追加できます。

Oracle 9iFSでは、各種の情報は、定義済みの属性と動作のセットを持つコンテンツ・タイプ
として定義されます。属性は、Name、Owner、Sizeおよび Formatなど、情報のタイプの
記述に使用されます。動作では、フォルダ内のアイテムのリスト表示やドキュメントの内容
のフェッチなど、情報に対して実行できる操作が定義されます。

各コンテンツ・タイプは、次の 2つの部分で構成されます。 

� そのタイプの情報のデータが格納される表のセット

� 情報の動作を実装する Javaクラスのセット

たとえば、Documentコンテンツ・タイプは、Oracle 9iFSで管理されるドキュメントのデー
タを格納する表のセットで構成されます。これらの表では、ドキュメントのファイルの内容
は LOB列に格納され、Name、Description、Formatおよび Sizeなどの属性はスカラー列に
格納されます。Javaクラスのセットである Document.classおよび
S_Document.classは、ドキュメントの内容の更新やサマリー作成など、Oracle 9iFSでの
ドキュメントの動作の実装に使用されます。この 2つの動作は、それぞれ Javaクラスのメ
ソッド setContent()および getSummary()により実装されます。

Oracle 9iFSリポジトリ内では、情報はコンテンツ・タイプの表にデータ行として格納されま
す。RDBMSの機能を活用し、情報の格納と取出しを 適化するために、データをデータ
ベース内の複数の表間で正規化できます。Oracle 9iFSを使用してリポジトリ内の情報を操作
する場合、情報は APIによりコンテンツ・タイプの Javaクラスのインスタンスとして表示
されます。情報を Javaクラスのインスタンスとして表示すると、アプリケーションではオ
ブジェクト指向の方法で情報を管理できます。たとえば、ドキュメントの属性やファイルの
内容がデータベース内で複数の表にまたがってどのように格納されているかを知っている必
要はありません。かわりに、ドキュメント全体を単一の APIコールでフェッチし、1つのオ
ブジェクトとして操作できます。

コンテンツ・タイプ階層コンテンツ・タイプ階層コンテンツ・タイプ階層コンテンツ・タイプ階層
図 3-1「コンテンツ・タイプ階層」のように、Oracle 9iFSではコンテンツ・タイプが階層形
式で編成されるため、類似するコンテンツ・タイプを簡単に定義できます。コンテンツ・タ
イプは、階層内で上位にあるコンテンツ・タイプから属性と動作を継承します。たとえば、
Documentおよび Folderは、Owner、Description、LockStateのような特定の属性と、
setOwner、getDescription、lockのような動作を共有します。共有の属性と動作を簡単に定
義できるように、Documentと Folderは PublicObjectから派生します。PublicObjectでは、
ユーザーが操作するすべての情報に共通する属性と動作が定義されます。PublicObjectから
派生するすべてのコンテンツ・タイプは、その属性と動作を継承します。該当する場合は、
各コンテンツ・タイプで継承する特定の属性と動作をオーバーライドできます。Oracle 9iFS
Java APIの概要 3-13



情報の管理
サーバーは Javaで実装されるため、コンテンツ・タイプ階層は Java言語用に定義された継
承ルールに従います。

図図図図 3-1 コンテンツ・タイプ階層コンテンツ・タイプ階層コンテンツ・タイプ階層コンテンツ・タイプ階層

Oracle 9iFSのコンテンツ・タイプ階層は、全面的に拡張可能です。この階層を拡張し、ビジ
ネス固有の情報タイプの管理に使用するカスタム・コンテンツ・タイプを組み込むことがで
きます。カスタム・コンテンツ・タイプを作成する場合は、まず情報の属性と動作を定義し
ます。次に、カスタム・コンテンツ・タイプを拡張するコンテンツ・タイプを選択します。
別のコンテンツ・タイプを拡張すると、カスタム・コンテンツ・タイプは Oracle 9iFSにす
でに組み込まれている一部の属性と動作を継承できます。たとえば、書籍を管理するカスタ
ム・コンテンツ・タイプを作成するには、Documentを拡張し、ファイルの内容を管理する
ための属性と動作を継承させることができます。その後で、さらに属性とメソッドを追加
し、継承したメソッドをオーバーライドして、Oracle 9iFSによる書籍の管理方法をカスタマ
イズできます。

Oracle 9iFS Java APIには、コンテンツ・タイプの定義、インスタンス化および管理に使用
するクラスが含まれています。APIクラス階層は、コンテンツ・タイプ階層とパラレルに
なっています。 

クラス階層の 上位は LibraryObjectです。このクラスでは、Oracle 9iFSで管理される
すべての情報に共通の属性と動作が定義されます。たとえば、Oracle 9iFSで管理されるすべ
ての情報は、オブジェクトを一意に識別する長い番号である属性 IDと、オブジェクトの記
述ラベルを提供する文字列を持ちます。LibraryObjectsでは、Javaメソッド free()を使用
してリポジトリから情報を削除するなど、共通の動作も定義されます。このクラス階層で、
LibraryObjectの下位には次の 2つの分岐があります。 
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� PublicObjectクラスクラスクラスクラスでは、Documentや Folderなど、アプリケーションのエンド・ユー
ザーが操作できる、リポジトリ内の永続情報が管理されます。PublicObjectには
AccessControlListがあり、特定のユーザーおよびグループによる情報の操作方法が決定
されます。通常、PublicObjectは、適切なアクセス権限を持つユーザーがカテゴリに分
類し、バージョニングし、フォルダに格納し、相互に関連付けることができます。
Oracle 9iFSでは、オブジェクトの作成日時、作成者および 終変更時刻が追跡されま
す。

� SystemObjectクラスクラスクラスクラスは、PublicObjectを管理するためのサポート用オブジェクトであ
り、アプリケーションのエンド・ユーザーは直接操作できません。たとえば、Format
は SystemObjectの派生クラスで、各種ファイル形式に関する情報の管理に使用されま
す。SystemObjectを直接操作できるのは、管理権限を持っているユーザーのみです。

PublicObjectクラスと SystemObjectクラスは、次のようにその機能に従ってグループ化で
きます。

� 各種の情報の管理

� 特別なメタデータと動作の管理

� 情報のバージョニング

� 情報へのアクセスの制御

� ディレクトリの管理

各種の情報の管理各種の情報の管理各種の情報の管理各種の情報の管理
Oracle 9iFS Java APIには、次の 3つの基本的なコンテンツ・タイプを管理するための
PublicObjectおよび SystemObjectクラスのセットが含まれています。

� Document。内容が構造化されていない情報用です。

� Folder。コンテナ性特質を持つオブジェクト用です。

� ApplicationObject。構造化データを構成する情報用です。

カスタム・コンテンツ・タイプを作成する場合、通常はコンテンツ・タイプの物理的な構造
と動作に従って、この 3つのタイプのうち 1つを拡張するように選択します。カスタム・コ
ンテンツ・タイプに、構造化されていない内容を管理するためのメソッドが必要な場合は、
Documentを拡張します。また、アイテムの追加、アイテムの削除および内容のリスト表示
など、コンテナシップ動作が必要な場合は、Folderを拡張します。カスタム・コンテンツ・
タイプに構造化されていない内容がなく、コンテナ性特質もないが、PublicObjectとして処
理する必要がある場合は、ApplicationObjectを拡張するように選択できます。
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Document
Documentは、構造化されていない内容を持つ情報です。図 3-2「ドキュメント・オブジェ
クト・モデル」に、Documentの定義に使用する 3つのクラスを示します。

� Document。アプリケーションのエンド・ユーザーがドキュメントの操作に使用する、
プライマリ・パブリック・インタフェースです。

� ContentObject。ドキュメントの内容が格納され、操作されます。 

� Format。MS Word、PDF、テキストなど、各種の内容形式が登録されます。 

図図図図 3-2 ドキュメント・オブジェクト・モデルドキュメント・オブジェクト・モデルドキュメント・オブジェクト・モデルドキュメント・オブジェクト・モデル

Documentクラスは、Name、Description、Owner、Creator、CreateDate、LastModifier、
LastModifyDateなど、Oracle 9iFSで管理される情報の各部の基本属性を持ちます。また、
ドキュメントの構造化されていない内容を操作するための属性 ContentObjectも持っていま
す。ドキュメントのうち構造化されていない内容は、実際には ContentObject属性に格納さ
れません。かわりに、Documentクラスの ContentObject属性は、ドキュメントの内容の保
持と管理に使用される ContentObjectクラスのインスタンスを参照します。

ContentObjectクラスは、Format、LanguageおよびMediaなど、構造化されていない内容
に固有の属性を持ちます。また、getContentStream()および getFilteredContent()
など、内容を操作するためのメソッドも持っています。 

ドキュメントの内容を別個のオブジェクトとして正規化すると、ドキュメントの内容をさら
に柔軟に操作できます。 

� 第 1に、様々なコンテンツ・タイプのドキュメントを管理するアプリケーションを構築
できます。たとえば、ドキュメントの一部の内容は、従来どおり用紙を使用している場
合があります。ContentObjectを拡張すると、キャビネットやファイルの索引番号など、
用紙ファイルの位置を追跡する属性を持たせることができます。内容を別個のオブジェ
クトとして操作すると、内容の物理的な性質や位置に関係なく、すべてのドキュメント
を Documentのインスタンスとして管理できます。 
3-16 Oracle Internet File System開発者リファレンス



情報の管理
� 第 2に、ライフ・サイクル中に内容が物理的に変化するドキュメントを管理できます。
たとえば、用紙ファイルの場合、後でファイルをスキャンして電子的な形式で取り込
み、電子コピーを Oracle 9iFSに格納する必要が生じることがあります。ドキュメント
の内容は別個のオブジェクトとして管理されるため、電子コピーを ContentObjectのイ
ンスタンスとして簡単にインポートし、それを参照するように Documentの
ContentObject属性を更新できます。内容は、電子ファイルに適した新しい属性と動作
を持つことになりますが、ID、Nameおよび Descriptionなど、Documentの属性は影
響を受けません。 

ドキュメントの内容の形式は、もう 1つのクラスである Formatでも管理されます。Format
は、MimeTypeや Extensionのように内容形式に関する情報を管理するための属性と、形式
が Binaryか ASCIIかを決定する isBinary()のように、形式を操作するメソッドを持って
います。Formatのインスタンスは、認識される各内容形式を表すように作成されます。
Oracle 9iFSのインストール時には、複数の Formatインスタンスが自動的に作成されます。
ContentObjectクラスの Format属性は、ドキュメントの内容の形式を表す Formatインスタ
ンスを参照します。

Documentは、PublicObjectの派生クラスです。したがって、アプリケーションのエンド・
ユーザーが操作できる属性と動作を持っています。ContentObjectは、SystemObjectの派生
クラスです。管理権限を持たないエンド・ユーザーは、このクラスを直接操作できません。
Documentには、エンド・ユーザーがドキュメントの ContentObjectを操作できるようにイ
ンタフェースが用意されています。Formatも、SystemObjectの派生クラスです。Formatの
インスタンスを作成したり変更できるのは、管理権限を持っているユーザーのみです。

表 3-9に、Documentで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。 

表表表表 3-9 Documentの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

Name

getName()

setName()

ドキュメント名を決定します。

Description

getDescription()

setDescription()

ドキュメントの説明を提供します。

Owner

getOwner()

setOwner()

ドキュメントを所有するユーザーを決定します。ドキュ
メントの所有者には、そのドキュメントへのすべてのア
クセス権が暗黙的に付与されます。Owner属性は
DirectoryUserを参照します。
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ACL

getAcl()

setAcl()

getDefaultAccessLevel()

getEffectiveAccessLevel()

grantAccess()

revokeAccess()

revokeAllAccess()

ドキュメントの AccessControlListを決定します。ACL
属性は AccessControlListを参照します。

Creator ドキュメントを 初に作成したユーザーを決定します。
Creator属性は DirectoryUserを参照します。Creator属
性は Oracle 9iFSシステムにより設定されます。

CreateDate ドキュメントの作成日時が格納されます。この属性は
Oracle 9iFSシステムにより設定されます。

LastModifier ドキュメントを 後に変更したユーザーを決定します。
LastModifier属性は DirectoryUserを参照します。
LastModifier属性は Oracle 9iFSシステムにより設定さ
れます。

LastModifyDate ドキュメントの 終更新日時が格納されます。この属性
は Oracle 9iFSシステムにより設定されます。

ExpirationDate

getExpirationDate()

setExpirationDate()

ドキュメントの有効期限を決定します。アプリケーショ
ン開発者は、この日付に達した時点でドキュメントを期
限切れにする方法を管理するエージェントを作成できま
す。

表表表表 3-9 Documentの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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表 3-10に、ContentObjectで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。 

ContentObject

generateFileName()

generateThemes()

getCharacterSet()

getContentReader()

getContentObject()

getContentSize()

getContentStream()

getFilteredContent()

getFormat()

getLanguage()

getSummary()

getThemes()

setCharacterSet()

setContent()

setFormat()

setLanguage()

ドキュメントの構造化されていない内容を操作します。
ContentObject属性は、ドキュメントの内容を表す
ContentObjectを参照します。getContentObject()メ
ソッドを使用すると、ContentObjectのインスタンスを
取得できます。

ContentObject属性には、ContentObjectインスタンス
の一意識別子が値として保持されます。
getContentObject()メソッドは、この識別子を使用し
て、オブジェクトとして操作できる ContentObjectイン
スタンスを取得します。setContent()メソッドは新規の
ContentObjectインスタンスを作成し、新規インスタン
スの識別子を使用して ContentObject属性の値を設定し
ます。

注意注意注意注意 : バージョニングされていないドキュメントが更
新されるたびに、setContent()メソッドは新規の
ContentObjectを作成します。ドキュメントをバージョ
ニングする方法は、第 14章「カスタム・アプリケー
ションでのバージョニングの実装」を参照してくださ
い。

Documentには、getFormat()、getContentSize()および
getContentReader()など、Documentインスタンスから
ContentObjectインスタンスを直接操作するための便利
なメソッドが用意されています。

表表表表 3-10 ContentObjectの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

CharacterSet

getCharacterSet()

setCharacterSet()

ドキュメントの内容のキャラクタ・セットを決定しま
す。

ContentSize

getContentSize()

ドキュメントの内容のサイズを決定します。

Format

getFormat()

内容形式を表す Formatインスタンスを決定します。

表表表表 3-9 Documentの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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Language

getLanguage()

ドキュメントの内容の言語を決定します。

Media ドキュメントの内容が格納されているメディアを参照し
ます。現行のリリースの Oracle Internet File Systemに
は、2つの記憶メディア BlobMediaおよび
IndexedBlobMediaが用意されています。

ReadOnly

isReadOnly()

setReadOnly()

ドキュメントの内容が読取り専用かどうかを決定しま
す。

Content

filterContent()

generateSummary()

generateThemes()

getContentReader()

getContentStream()

getFilteredContent()

getSummary()

getThemes()

ドキュメントの内容を操作します。

Content属性は、記憶メディア内で内容を一意に識別す
るために使用される内容の IDを参照します。また、
ContentおよびMedia属性は、データベース内で内容
の格納場所の検索に使用されます。

getContentReader()および getContentStream()メソッ
ドは、Readerまたは Streamでデータベースからドキュ
メントの内容を取り出すために使用されます。

filterContent()メソッドでは、Oracle Textを使用して内
容が ASCIIまたは HTMLになるようにフィルタリング
されます。generateSummary()および
generateThemes()メソッドでは、Oracle Textの言語分
析機能を使用して、ドキュメントの内容のテーマ・プロ
ファイルまたはサマリーが生成されます。これらのタス
クの実行後は、getFilteredContent()、getSummary()お
よび getThemes()メソッドを使用して出力を取得できま
す。

表表表表 3-10 ContentObjectの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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表 3-11に、Formatで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。 

Folder
Folderは、他のオブジェクトを含むオブジェクトです。Folderは Oracle 9iFSクライアント
内で従来のファイル・システムのフォルダと同様に動作し、リポジトリの編成に使用されま
す。図 3-3「フォルダ・オブジェクト・モデル」のように、Folderは主として次の 2つのコ
ンポーネントで管理されます。

� Folder。実際のフォルダを表します。

� FolderPathRelationship。フォルダとそこに含まれるアイテム間のリンクを表します。

表表表表 3-11 Formatの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

Binary

isBinary()

setBinary()

形式が Binaryであるか ASCIIであるかを決定します。

Extension

getExtension()

setExtension()

この形式に対応付けられているファイル拡張子を決定し
ます。

MimeType

getMimeType()

setMimeType()

形式のMIMEタイプを決定します。

Name

getName()

setName()

Formatオブジェクトの記述的な Nameまたはラベルを
提供します。 
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図図図図 3-3 フォルダ・オブジェクト・モデルフォルダ・オブジェクト・モデルフォルダ・オブジェクト・モデルフォルダ・オブジェクト・モデル

Folderは PublicObjectクラスを拡張するため、Name、Description、Owner、Creator、
CreateDate、LastModifierおよび LastModifyDateなどの基本属性を継承します。また、
addItem()、removeItem()、getItemCount()および getItems()など、フォルダの
内容を管理するためのメソッドを持っています。 

フォルダとそこに含まれるアイテムの関係は、FolderPathRelationshipで表されます。
FolderPathRelationshipは、2つの属性を使用して関係を表します。その一方はフォルダを
参照する LeftObjectで、他方はフォルダに含まれるオブジェクトを参照する RightObjectで
す。FolderPathRelationshipの LeftObjectおよび RightObject属性は、Document、Folderお
よび ApplicationObjectなど、PublicObjectを拡張するすべてのクラスのインスタンスを参
照できます。また、FolderPathRelationshipには、パス指向の関係を簡単に操作できるよう
にする属性と動作も含まれています。たとえば、FolderPathRelationshipには、フォルダ内
のアイテムが一意の名前を持つことを保証し、不正なファイル名やフォルダ名を禁止し、
フォルダの相対パスに基づいてアイテムを簡単に検索できるようにするためのロジックが組
み込まれています。

Folderは PublicObjectを拡張するため、非管理ユーザーがフォルダを操作するためのプライ
マリ・パブリック・インタフェースです。FolderPathRelationshipは SystemObjectの派生ク
ラスであり、非管理ユーザーは直接操作できません。Folderには、FolderRelationshipのイ
ンスタンスを作成、削除および取得できるように、addItem()、removeItem()および
getItems()などのメソッドが用意されています。
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表 3-12に、Folderで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。 

表表表表 3-12 Folderの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

Name

getName()

setName()

フォルダ名を決定します。

Description

getDescription()

setDescription()

フォルダの説明を提供します。

Owner

getOwner()

setOwner()

フォルダを所有するユーザーを決定します。
フォルダの所有者には、そのフォルダへのすべ
てのアクセス権が暗黙的に付与されます。
Owner属性は DirectoryUserを参照します。

ACL

getAcl()

setAcl()

getDefaultAccessLevel()

getEffectiveAccessLevel()

grantAccess()

revokeAccess()

revokeAllAccess()

フォルダの AccessControlListを決定します。
ACL属性は AccessControlListを参照します。

Creator フォルダを 初に作成したユーザーを決定しま
す。Creator属性は DirectoryUserを参照しま
す。Creator属性は Oracle 9iFSシステムにより
設定されます。

CreateDate フォルダの作成日時が格納されます。この属性
は Oracle 9iFSシステムにより設定されます。

LastModifier フォルダを 後に変更したユーザーを決定しま
す。LastModifier属性は DirectoryUserを参照
します。LastModifier属性は Oracle 9iFSシス
テムにより設定されます。
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表 3-13に、FolderRelationshipで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。 

LastModifyDate フォルダの 終更新日時が格納されます。この
属性は Oracle 9iFSシステムにより設定されま
す。

ExpirationDate

getExpirationDate()

setExpirationDate()

フォルダの有効期限を決定します。アプリケー
ション開発者は、この日付に達した時点でフォ
ルダを期限切れにする方法を管理するエージェ
ントを作成できます。

addItem()

removeItem()

removeItems()

getItems()

getItemCount()

hasSubfolders()

getSubfolderCount()

moveItems()

フォルダに含まれるアイテムをカウント、追
加、削除およびリスト表示します。

getSortSpecification()

setSortSpecification()

アイテムをリスト表示するときのソート方法を
決定します。アイテムのソート条件には、
PublicObjectのどの属性でも使用できます。

checkExistenceOfPublicObjectByPath()

findPublicObjectByPath()

フォルダ・パスに基づいてアイテムを検索しま
す。

表表表表 3-13 Folder Relationshipの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

LeftObject

getLeftObject()

関係の左辺として表されるフォルダを決定しま
す。

RightObject

getRightObject()

関係の右辺として表されるフォルダに含まれて
いるアイテムを決定します。

表表表表 3-12 Folderの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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ApplicationObject
ApplicationObjectは、PublicObjectの特質を持つ必要はあるが Documentまたは Folderの
特質は持たない拡張コンテンツ・タイプを定義するための始点として機能します。
ApplicationObjectは、PublicObjectのすべての属性とメソッドを継承しますが、特殊な用途
を持つ拡張属性やメソッドは含まれていません。

たとえば、顧客関連を管理するアプリケーションを実装する場合は、Primary Contact、
Telephone Numberおよび Addressなど、顧客に関する属性を持つ Customerコンテンツ・
タイプを作成できます。顧客は構造化されていない内容を持たないため、Documentを拡張
することはありません。また、顧客はコンテナシップ動作を持たないため、Folderを拡張す
ることもありません。したがって、ApplicationObjectはこのコンテンツ・タイプの基礎とな
ります。ApplicationObjectを拡張することで、Customerコンテンツ・タイプは
PublicObjectの動作と属性を継承するため、エンド・ユーザーが顧客情報にアクセスして操
作する方法を制御できます。

表 3-14に、ApplicationObjectで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

表表表表 3-14 ApplicationObjectの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

Name

getName()

setName()

ApplicationObjectの名前を決定します。

Description

getDescription()

setDescription()

ApplicationObjectの説明を提供します。

Owner

getOwner()

setOwner()

ApplicationObjectを所有するユーザーを決定します。
ApplicationObjectの所有者には、その ApplicationObject
へのすべてのアクセス権が暗黙的に付与されます。
Owner属性は DirectoryUserを参照します。

ACL

getAcl()

setAcl()

getDefaultAccessLevel()

getEffectiveAccessLevel()

grantAccess()

revokeAccess()

revokeAllAccess()

ApplicationObjectの AccessControlListを決定します。
ACL属性は AccessControlListを参照します。
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特別なメタデータと動作の管理特別なメタデータと動作の管理特別なメタデータと動作の管理特別なメタデータと動作の管理
前項で説明したクラスは、様々な物理的情報タイプを管理するためのものです。たとえば、
Documentでは、構造化されていない内容を持つ情報が管理されます。Folderでは、コンテ
ナシップ動作を持つ情報が管理されます。

Oracle 9iFSには、様々な物理タイプの情報に特別なメタデータを適用するためのクラスも用
意されています。

� Categoryでは、様々な物理タイプの情報がビジネス・カテゴリ別に編成され、そのカテ
ゴリに関連する特別な属性が追加されます。

� PropertyBundleには、情報と名前 /値のペアのハッシュ表が格納されます。

� PolicyPropertyBundleでは、情報の処理方法に関するポリシーが適用されます。

� Relationshipでは、2つの情報が関連付けられます。

これらのクラスを使用して、ドキュメント、フォルダおよび他のパブリック・オブジェクト
のコンテキストが記述されます。たとえば、ビジネスにおける情報の使用方法や、リポジト
リ内の他の情報との関連が記述されます。特別なメタデータを使用すると、リポジトリ内の
情報を検索できます。また、オーバーライドとサーバーによる情報の管理方法に関するビジ
ネス・ルールの基礎としても使用できます。

Creator ApplicationObjectを 初に作成したユーザーを決定しま
す。Creator属性は DirectoryUserを参照します。Creator
属性は Oracle 9iFSシステムにより設定されます。

CreateDate ApplicationObjectの作成日時が格納されます。この属性
は Oracle 9iFSシステムにより設定されます。

LastModifier ApplicationObjectを 後に変更したユーザーを決定する
ために使用されます。LastModifier属性は DirectoryUser
を参照します。LastModifier属性は Oracle 9iFSシステム
により設定されます。

LastModifyDate ApplicationObjectの 終更新日時が格納されます。この
属性は Oracle 9iFSシステムにより設定されます。

ExpirationDate

getExpirationDate()

setExpirationDate()

ApplicationObjectの有効期限を決定します。アプリケー
ション開発者は、この日付に達した時点で
ApplicationObjectを期限切れにする方法を管理するエー
ジェントを作成できます。

表表表表 3-14 ApplicationObjectの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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Category
Oracle 9iFSには、情報を 1つ以上のビジネス・カテゴリ別に編成できるように、Category
クラスが用意されています。カテゴリに割り当てることで、情報に特別な属性と動作を追加
できます。カテゴリは別個のクラスとして管理されるため、同じビジネス・メタデータを
様々な物理タイプの情報に適用できます。

図 3-4「カテゴリ・オブジェクト・モデル」のように、Categoryを拡張して、Business 
White Paper、Proposal、Draft for Legislatureおよび Billのカテゴリを作成できます。これ
により、各カテゴリに関連する付加的な属性を指定できます。たとえば、Business White 
Paperには属性 Product NameおよびMarketing Campaignを指定し、Request for 
Proposalsには属性 Projectおよび Costを指定できます。

図図図図 3-4 カテゴリ・オブジェクト・モデルカテゴリ・オブジェクト・モデルカテゴリ・オブジェクト・モデルカテゴリ・オブジェクト・モデル

Documentのインスタンスとして格納されているMicrosoft Wordファイルは、その
Documentインスタンス用に Proposalクラスのインスタンスを作成し、Proposalカテゴリ
に分類できます。Proposalインスタンスは、属性 AssociatedPublicObjectでカテゴリに分類
されている Documentを参照します。また、Proposalインスタンスは、Proposalとしての
Documentの使用に関連する特別な属性ごとに値を持ちます。提案されたプロジェクトの開
始後は、そのプロジェクトの製品に関する Business White Paperに同じ Documentを使用で
きます。Documentに Business White Paperクラスのインスタンスを適用して、その新規使
用に関連する属性を追加できます。 

また、Categoryは、情報がそのカテゴリに分類される場合にのみ適用されるカスタム動作を
持ちます。たとえば、Billクラスは、Documentがすでに Draft for Legislatureカテゴリに分
類されていないかぎり、Billにならないようにするメソッドを持つことができます。Billメ
ソッドは、Draft for Legislatureインスタンスの Digital Signature属性を検査して、Draftが
Billになるように認可されていることを確認できます。
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同じ Categoryを、Document、Folderおよび ApplicationObjectなど、すべての物理タイプ
の情報に適用できます。たとえば、Business White Paperを構成する一連の Adobe 
FrameMakerファイルを含むフォルダがあるとします。Folder用に Business White Paperク
ラスのインスタンスを作成し、Business White Paperとしての Folderの使用に関する属性を
格納できます。後で FrameMakerのブックが単一の PDFファイルとして発行されると、そ
の PDFドキュメントを含む Documentもカテゴリ Business White Paperとして分類されま
す。

Categoryクラスは階層形式で編成されるため、カスタム属性および動作を簡単に定義できま
す。たとえば、属性 DateGeneratedおよび DataSourceを持つ Categoryを拡張する Report
クラスを作成できます。これにより、Reportクラスを拡張し、属性 Quarterおよび Fiscal 
Yearを持つ Financial Reportと、属性 Product Numberおよび Componentを持つ Bug 
Reportを作成できます。

PublicObjectの検索条件として、その Categoryのメタデータを使用できます。そのために
は、Searchを作成し、Categoryに関する条件を指定する AttributeQualificationsと、
Categoryを PublicObjectと結合する JoinQualificationを含めます。

表 3-15に、Categoryで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。 

注意注意注意注意 : アプリケーションでの Categoryの使用方法の詳細は、第 6章「任
意のメタデータと動作の適用」を参照してください。

表表表表 3-15 Categoryの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

Name

getName()

setName()

Category名を決定します。

Description

getDescription()

setDescription()

Categoryの説明を提供します。 

Owner

getOwner()

Categoryを所有するユーザーを決定します。ドキュメ
ントの所有者には、そのフォルダへのすべてのアクセス
権が暗黙的に付与されます。Owner属性は
DirectoryUserを参照します。
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表 3-16に、Categoryを操作する場合に PublicObjectで も使用頻度の高いメソッドを示し
ます。 

ACL

getAcl()

getDefaultAccessLevel()

getEffectiveAccessLevel()

Categoryの AccessControlListを決定します。ACL属
性は AccessControlListを参照します。

Creator Categoryを 初に作成したユーザーを決定します。
Creator属性は DirectoryUserを参照します。Creator属
性は Oracle 9iFSシステムにより設定されます。

CreateDate Categoryの作成日時が格納されます。この属性は
Oracle 9iFSシステムにより設定されます。 

LastModifier Categoryを 後に変更したユーザーを決定します。
LastModifier属性は DirectoryUserを参照します。
LastModifier属性は Oracle 9iFSシステムにより設定さ
れます。

LastModifyDate Categoryの 終更新日時が格納されます。この属性は
Oracle 9iFSシステムにより設定されます。

ExpirationDate

getExpirationDate()

setExpirationDate()

Categoryの有効期限を決定します。アプリケーション
開発者は、この日付に達した時点で Categoryを期限切
れにする方法を管理するエージェントを作成できます。

AssociatedPublicObject

getAssociatedPublicObject()

Categoryインスタンスが適用される PublicObjectイン
スタンスを決定します。

表表表表 3-16 PublicObjectのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

addCategory() PublicObjectのインスタンスに新規の Categoryインス
タンスを適用します。

getCategories() PublicObjectに適用される 1つまたはすべての
Categoryインスタンスを取得します。

表表表表 3-15 Categoryの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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PropertyBundle
PublicObjectの各インスタンスは PropertyBundleを持つことができます。PropertyBundle
は、PublicObjectインスタンスに関するアドホックなメタデータを、ハッシュ表のような名
前 /値のペア形式で格納するために使用されます。たとえば、Documentの Name属性の変
換済みの値のリストを {english/Guide, spanish/Guida}として格納できます。PublicObject
インスタンスは、メタデータを含む PropertyBundleインスタンスを参照する属性
PropertyBundleを持ちます。

図 3-5「PropertyBundleオブジェクト・モデル」のように、PropertyBundle内の名前 /値の
ペアは、それぞれ Propertyクラスのインスタンスとして表されます。Propertyインスタン
スは、属性 Bundle経由で属している PropertyBundleを参照します。Propertyの値は、ス
カラー・データ型、オブジェクト・データ型、スカラー型とオブジェクト型の配列など、
Oracle 9iFSで管理される型であれば、どのようなデータ型でもかまいません。

図図図図 3-5 PropertyBundleオブジェクト・モデルオブジェクト・モデルオブジェクト・モデルオブジェクト・モデル

Searchを作成し、PublicObjectの Propertyに関する条件を指定する PropertyQualifications
を含めると、PropertyBundleに含まれているメタデータに基づいて PublicObjectを検索で
きます。

アプリケーションでの PropertyBundleの使用方法の詳細は、第 6章「任意のメタデータと
動作の適用」を参照してください。
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表 3-17に、PropertyBundleを操作する場合に PublicObjectで も使用頻度の高い属性とメ
ソッドを示します。

表 3-18に、PropertyBundleで も使用頻度の高いメソッドを示します。

表表表表 3-17 PublicObjectの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

PropertyBundle

getPropertyBundle()

setPropertyBundle()

PublicObjectの PropertyBundleを決定します。

putProperty() PublicObjectの PropertyBundleに新規 Propertyを追加
します。

removeProperty()

removeAllProperties()

PublicObjectの PropertyBundleから 1つまたはすべて
の Propertyを削除します。

表表表表 3-18 PropertyBundleのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getProperties()

getPropertyValue()

getPropertyValueByUpperCase
Name()

PropertyBundleから Propertyまたはその値をフェッチ
します。

putPropertyValue() PropertyBundleに新規 Propertyを追加します。

removePropertyValue()

removeAllPropertyValues()

PropertyBundleから 1つ以上の Propertyを削除しま
す。
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表 3-19に、Propertyで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

表表表表 3-19 Propertyの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

Bundle

getBundle()

Propertyが属する PropertyBundleをフェッチします。

BooleanValue

BooleanValues

DateValue

DateValues

StringValue

StringValues

LongValue

LongValues

DoubleValue

DoubleValues

IntegerValue

IntegerValues

DirectoryObjectValue

DirectoryObjectValues

PublicObjectValue

PublicObjectValues

SystemObjectValue

SystemObjectValues

SchemaObjectValue

SchemaObjectValues 

getValue()

getDataType()

setValue()

Propertyの値がその値のデータ型に従って格納されま
す。

getDateType()メソッドは値のデータ型を判断します。

getValue()および setValue()メソッドは Propertyの値
を判断し、その値のデータ型に該当する属性を使用しま
す。
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PolicyPropertyBundle
PublicObjectの各インスタンスは PolicyPropertyBundleを持つことができます。
PolicyPropertyBundleは、特定の操作がコールされた場合の、PublicObjectの処理方法に関
するポリシー・セットを格納するために使用されます。 

図 3-6「PolicyPropertyBundleオブジェクト・モデル」のように、PublicObjectは属性
PolicyBundleを経由して PolicyPropertyBundleを参照します。PolicyPropertyBundle内の
各ポリシーは、Policyクラスのインスタンスとして表されます。Policyは、そのポリシーが
適用される操作、ポリシーの動作を実装する JavaBeansの完全修飾名およびポリシーを識別
する列挙キーの属性を持ちます。Policyは、PolicyPropertyBundleに Propertyの値として
格納されます。Propertyインスタンスは、属性 Bundle経由で属している
PolicyPropertyBundleを参照します。 

図図図図 3-6 PolicyPropertyBundleオブジェクト・モデルオブジェクト・モデルオブジェクト・モデルオブジェクト・モデル

たとえば、Oracle 9iFSでは、PolicyPropertyBundleを使用してレンダラの動作が実装されま
す。レンダラは、様々なコンテンツ・タイプのデータを各種の形式やレイアウトに変換する
ために使用されます。各レンダラは、Policyクラスのインスタンスに登録されます。Policy
の Operation属性では、情報をレンダリングするアプリケーションによりコールされる操作
が識別されます。Policyの ImplementationName属性では、レンダラの Javaクラスが指定
されます。レンダラの場合、ImplementationNum属性は使用されません。複数のレンダラ
が、PolicyPropertyBundle内の Policyをまとめることで 1つのコンテンツ・タイプに対応付
けられています。

Oracle 9iFSでは、コンテンツ・タイプのインスタンスに対する操作を実行するときに、まず
PolicyPropertyBundleがチェックされ、その操作の処理に関するポリシーがあるかどうかが
判断されます。たとえば、FTPクライアントがドキュメントの内容を表示する場合、Oracle 
9iFSサーバーでは、 初に Documentの PolicyPropertyBundleで操作 FtpRendererに関す
る Policyの有無がチェックされます。PolicyPropertyBundleにはこの操作の Policyが含ま
れており、その ImplementName属性で ContentRendererのパス
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oracle.ifs.server.renderers.ContentRendererが指定されています。このパスを
使用して、FTPクライアントで表示できる方法で Documentの内容がレンダリングされま
す。

アプリケーションでの PolicyPropertyBundleの使用方法の詳細は、第 6章「任意のメタデー
タと動作の適用」を参照してください。

表 3-20に、PolicyPropertyBundleを操作する場合に PublicObjectで も使用頻度の高い属
性とメソッドを示します。

表 3-21に、PropertyBundleで も使用頻度の高いメソッドを示します。

表表表表 3-20 PublicObjectの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

PolicyBundle

getPolicyBundle()

setPropertyBundle()

PublicObjectの PolicyPropertyBundleを決定します。

putPolicy() PublicObjectの PolicyPropertyBundleに新規 Policyを
追加します。

removePolicy()

removeAllPolicies()

PublicObjectの PolicyPropertyBundleから 1つまたは
すべての Policyを削除します。

表表表表 3-21 PropertyBundleの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

getProperties()

getPropertyValue()

getPropertyValueByUpperCase
Name()

PropertyBundleから Propertyまたはその値をフェッチ
します。

putPropertyValue() PropertyBundleに新規 Propertyを追加します。

removePropertyValue()

removeAllPropertyValues()

PropertyBundleから 1つ以上の Propertyを削除しま
す。
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表 3-22に、Propertyで も使用頻度の高いメソッドを示します。

表 3-23に、Policyで も使用頻度の高いメソッドを示します。

表表表表 3-22 Propertyの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

Bundle

getBundle()

Propertyが属する PropertyBundleをフェッチします。

SystemObjectValue

getValue()

getDataType()

setValue()

Policyにより SystemObjectが拡張されるため、
SystemObjectValue属性には Policyが Propertyの値と
して格納されます。

getValue()および setValue()メソッドでは、Policyが
Propertyの値として判断されます。

表表表表 3-23 Policyの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

Operation

getOperation()

setOperation()

ポリシーが適用される操作を決定します。

ImplementationName

getImplementationName()

setImplementationName()

Policyの動作を実装する JavaBeansの完全修飾パスを決
定します。

ImplementationEnum

getImplementationEnum()

setImplementationEnum()

PolicyPropertyBundleの Policyについて実装の列挙値
を決定します。
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Relationship
Oracle 9iFSには、PublicObjectを相互に対応付けることができるように、もう 1つのクラス
である Relationshipが用意されています。図 3-7「Relationshipオブジェクト・モデル」の
ように、Relationshipは RightObjectおよび LeftObjectという 2つの属性を持ちます。この
2つの属性は、それぞれ関係の左辺または右辺で PublicObjectを参照します。

図図図図 3-7 Relationshipオブジェクト・モデルオブジェクト・モデルオブジェクト・モデルオブジェクト・モデル

PublicObjectと中間的な Relationshipとの対応関係を示すモデルを作成する方法は、多対多
の関係を管理する場合に適しています。Relationshipを使用すると、関係の両側で
PublicObjectを効率的に取得できます。Relationshipを使用すると、特定の PublicObjectを
RightObjectとして参照するすべての PublicObject、または特定の PublicObjectを LeftObject
として参照するすべての PublicObjectを取得できます。どちらの場合も、RightObject属性
と LeftObject属性の一意キー索引により問合せが 適化されます。

Relationshipには、特定の関係の両側から PublicObjectを取得できるように、基本的なメ
ソッド getRightObject()および getLeftObject()が用意されています。また、
PublicObjectには、PublicObjectのすべての関係および関連 PublicObjectをすばやく取得で
きるように、便利なメソッドが用意されています。たとえば、
getLeftwardRelationshipObjects()メソッドは、それに関連するすべての
PublicObjectを LeftObjectとして取得します。Relationshipにも、管理者が関連情報の属性
や内容に基づいて情報を検索できるように、強化された手段が用意されています。たとえ
ば、管理者は、Joe Smithが所有するドキュメントを含むすべてのフォルダを検索できます。
検索アプリケーションでは、関連 PublicObjectに関係する SearchQualificationおよび関連
PublicObjectを Relationshipと結合する JoinQualificationを含む Searchが構成されます。

Search、SearchQualificationおよび JoinQualificationについては、第 8章「検索アプリケー
ションの構築」を参照してください。
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また、Relationshipを使用すると、関係のコンテキスト内でのみ適用可能な、PublicObject
の特別な属性と動作を格納できます。Relationshipクラスを拡張し、付加的な属性と動作を
持つカスタム・タイプの関係を作成できます。たとえば、FolderPathRelationshipクラスは
Relationshipを拡張して、同じフォルダ内のアイテムが一意の名前を持つことを保証するロ
ジックを実装します。カスタムの Relationshipクラスを作成し、レターと添付ファイル、調
査ドキュメントと参考資料、ワープロで作成されたドキュメントと HTML、PDFおよび
XML表示、または複合ドキュメントとコンポーネントとの対応付けを管理できます。

アプリケーションでの Relationshipの使用方法の詳細は、第 6章「任意のメタデータと動作
の適用」を参照してください。

表 3-24に、Relationshipで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。 

表 3-25に、Relationshipを操作する場合の PublicObjectのメソッドを示します。

表表表表 3-24 Relationshipの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

LeftObject

getLeftObject()

関係の左辺として表されるフォルダを決定しま
す。

RightObject

getRightObject()

関係の右辺として表されるフォルダに含まれてい
るアイテムを決定します。

表表表表 3-25 PublicObjectのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

addRelationship() この PublicObjectと別の PublicObjectとの
Relationshipを作成します。このメソッドは、こ
の PublicObjectを Relationshipの LeftObjectにす
る必要があるものとみなします。

getLeftwardRelationshipObjects()

getRightwardRelationshipObjects()

この PublicObjectに RightObjectまたは
LeftObjectとして関係するすべての PublicObject
を取得します。

getLeftwardRelationships()

getRightwardRelationships()

この PublicObjectが RightObjectまたは
LeftObjectとなるすべての Relationshipインスタ
ンスを取得します。

removeRelationship() この PublicObjectと別の PublicObjectとの
Relationshipを削除します。
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情報のバージョニング情報のバージョニング情報のバージョニング情報のバージョニング
Oracle 9iFSには、PublicObjectのバージョニング用のクラス・セットが用意されています。
バージョニングとは、PublicObjectに対するすべての変更を、そのライフ・サイクルを通じ
て追跡する手段です。たとえば、組織は、変更者、変更日時および変更順序を記録して、ド
キュメントの内容や属性に対する変更をすべて追跡する必要があるとします。その場合、組
織は、ドキュメントの各バージョンのバックアップを、特定の時点でのドキュメントの体裁
記録として保存できます。

Oracle 9iFSには、情報を作成して発行するための多様なプロセスをサポートできるように、
柔軟なバージョニング・モデルが用意されています。Oracle 9iFSでは、どのような
PublicObjectでもバージョニングできます。他のクラスのオブジェクトをバージョニングす
る計画がある場合は、必要なディスク領域とパフォーマンスを考慮することが重要です。た
とえば、フォルダをバージョニングするには、フォルダの属性に対して行われる変更ごと
に、Folderの個別インスタンスを格納できます。また、フォルダの特定バージョンを
LeftObjectとして参照する FolderPathRelationshipの個別インスタンスを作成し、フォルダ
の各バージョンに含まれるアイテムを追跡する方法もあります。ただし、Folderおよび
FolderPathRelationshipの個別インスタンスのデータをデータベースに格納するために必要
になる、追加のディスク領域の量を検討する必要があります。また、フォルダやそこに含ま
れるアイテムを検索するときに、追加のインスタンスがアプリケーションのパフォーマンス
にどの程度影響するかも考慮する必要があります。

バージョニングの詳細は、第 14章「カスタム・アプリケーションでのバージョニングの実
装」を参照してください。

図 3-8「バージョニング・オブジェクト・モデル」のように、Oracle 9iFSでは、
PublicObjectをバージョニングするために Family、VersionSeriesおよび VersionDescription
という 3つのクラスが使用されます。

� Family。Familyクラスは、PublicObjectのライフ・サイクル全体を表します。このクラ
スでは、PublicObjectに関して作成されたバージョンがすべて収集されます。 

� VersionSeries。Familyでは、バージョンが VersionSeriesを使用してグループ化されま
す。VersionSeriesクラスでは、PublicObjectに対する一連の変更が順番に表されます。
VersionSeries内の各バージョンは、特定時点での PublicObjectの状態を表します。
VersionSeries内のバージョンの順序は、PublicObjectに対して行われた変更の順序を表
します。

� VersionDescription。VersionSeries内では、PublicObjectの各バージョンは
VersionDescriptionで表されます。VersionDescriptionでは、順序番号（1、2、3など）
のように、シリーズ内のバージョンのコンテキストが記述されます。
VersionDescriptionの各インスタンスは、PublicObjectのインスタンスを参照します。 
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図図図図 3-8 バージョニング・オブジェクト・モデルバージョニング・オブジェクト・モデルバージョニング・オブジェクト・モデルバージョニング・オブジェクト・モデル

Oracle 9iFSクライアントおよびプロトコルでは、ドキュメントについてのみシリアル・バー
ジョニング・モデルが実装されます。シリアル・バージョニング・モデルでは、ドキュメン
トの Familyにのみ VersionSeriesが 1つ含まれ、その VersionSeriesにドキュメントのすべ
てのバージョンが含まれます。したがって、各バージョンは相互に順番になっている必要が
あります。

Oracle 9iFSのバージョニング・モデルには、パラレル・バージョニングや分岐バージョニン
グなど、より複雑なバージョニングのパラダイムを持つカスタム・アプリケーションをサ
ポートする機能があります。

ほとんどの PublicObjectのインスタンスはバージョニングできます。PublicObjectの Family
に複数の VersionSeriesを含めて、パラレルに行われた変更の個別の順序や、相互に分岐ま
たはマージする変更の順序を表すことができます。

VersionSeriesの各 VersionDescriptionでは様々なクラスのオブジェクトを参照できるため、
クラス間での PublicObjectの状態の変化を表すことができます。たとえば、 初のバージョ
ンは、ブックを構成する FrameMakerファイルのセットを含む Folderのインスタンスであ
るとします。第 2のバージョンの場合、FrameMakerのブックは Documentのインスタンス
として格納される PDFファイルに変換されている場合があります。

VersionDescriptionでは、PublicObjectの同一インスタンスも参照できます。たとえば、ド
キュメントに発行前 VersionSeriesと発行済み VersionSeriesがあるとします。発行前
VersionSeriesの第 3のバージョンでは、発行済み VersionSeriesの 初のバージョンを表し
ている場合があります。この場合、第 3の発行前バージョンと 初の発行済みバージョンを
表す VersionDescriptionでは、Documentの同一インスタンスを参照できます。
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表 3-26に、Familyで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

表 3-27に、VersionSeriesで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

表表表表 3-26 Familyの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

PrimaryVersionSeries

getPrimaryVersionSeries()

setPrimaryVersionSeries()

PublicObjectのプライマリ・バージョン・シリーズ
を指定してアクセスします。

Familyには複数の VersionSeriesを含めることがで
きるため、Familyは PrimaryVersionSeries属性を
持ちます。この属性は、VersionSeriesの 1つを
PublicObjectについてデフォルトでアクセスされる
VersionSeriesとして指定するために使用されます。

getResolvedPublicObject() 有効ドキュメントの現行の状態を表す PublicObject
のバージョンにアクセスします。 たとえば、ユー
ザーがバージョニング対象のドキュメントをダブル
クリックし、その内容を表示すると、Oracle 9iFS
では DefaultVersionDescription属性で指定された
バージョンが戻されます。 この属性が指定されてい
ない場合、Oracle 9iFSでは、バージョニング対象
ドキュメントの現行の状態を表すプライマリ・バー
ジョン・シリーズの 終バージョンが戻されます。

DefaultVersionDescription

getDefaultVersionDescription()

setDefaultVersionDescription()

カスタム・バージョニング・アプリケーションは、
これらの属性とメソッドを使用して、プライマリ・
バージョン・シリーズの 終バージョンとは異なる
PublicObjectのバージョンを、デフォルト・バー
ジョンとして明示的に設定できます。

表表表表 3-27 VersionSeriesの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

getFirstVersionDescription() バージョン・シリーズの 初のバージョンにアクセ
スします。

LastVersionDescription

getLastVersionDescription()

バージョン・シリーズの 終バージョンを格納し、
アクセスします。

getVersionDescriptions()

getVersionDescriptions(int index)

getNextVersionDescription()

getPreviousVersionDescription()

バージョン・シリーズ内の、すべてのバージョンの
配列、特定バージョンおよび次または前のバージョ
ンにアクセスします。
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DefaultVersionDescription

getDefaultVersionDescription()

setDefaultVersionDescription()

カスタム・バージョニング・アプリケーションは、
これらの属性とメソッドを使用して、プライマリ・
バージョン・シリーズの 終バージョンとは異なる
PublicObjectのバージョンを、デフォルト・バー
ジョンとして明示的に設定できます。

Reservor

ReservationDate

ReservationComments

reserveNext()

unReserve()

isReserved()

isReservedByCurrentUser()

getReservor()

getReservationDate()

getReservationComment()

特定のユーザーが変更を行っている間は、他のユー
ザーがシリーズの新バージョンを作成しないよう
に、VersionSeriesを予約し、予約を解除します。
Oracle 9iFSでは、バージョン・シリーズが予約さ
れた時期、予約したユーザーおよびユーザー指定の
コメントが追跡されます。

WorkPath

getWorkPath()

ユーザーが PublicObjectに変更を加える場合に、
バージョニング・アプリケーションはそのユーザー
に対して、ドキュメントをオーサリング・クライア
ントのローカル・オペレーティング・システムにコ
ピーするように許可できます。WorkPath属性を使
用すると、エクスポートされたコピーへのパスを追
跡できます。

注意注意注意注意 : Oracle 9iFSクライアントおよびプロトコル
では、この機能を提供するためにWorkPath属性が
使用されることはありません。

PendingPublicObject

getPendingPublicObject()

setPendingPublicObject()

バージョン・シリーズを予約したユーザーは、変更
結果を新バージョンとしてチェックインする前に一
時的に格納できます。変更は、PublicObjectの別イ
ンスタンスとして一時的に格納され、
PendingPublicObject属性により参照されます。

newVersion() バージョン・シリーズの新バージョンを作成するた
めに使用されます。

表表表表 3-27 VersionSeriesの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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表 3-28に、VersionDescriptionで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

VersionLimit

setVersionLimit()

Oracle 9iFSによりバージョン・シリーズ内で保持
されるバージョン数の制限を設定するために使用さ
れます。カスタム・アプリケーションでは、この属
性を使用してバージョン・パージ機能を実装できま
す。

表表表表 3-28 VersionDescriptionの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

VersionSeries

VersionNumber

RevisionComment

getVersionSeries()

getVersionNumber()

getRevisionComment()

このバージョンが属するバージョン・シリーズ、
バージョン・シリーズ内でこのバージョンに割り当
てられた順序番号、バージョンの作成時にユーザー
により指定されたコメントを追跡します。

VersionLabel

getVersionLabel()

setVersionLabel()

VersionLabel属性には、バージョン・シリーズの
バージョンのカスタム・ラベルが格納されます。
バージョニング・アプリケーションでは、組織の改
訂採番方式に準拠するバージョン・ラベルを格納で
きます。1

1 たとえば、Oracle 9iFSではバージョンに順序を示す整数（1、2、3）が自動的に割り当てられますが、
組織ではバージョンにラベル（ドラフト A、ドラフト B、ドラフト C、リリース 1.0など）が必要な
場合があります。

isLatestVersionDescription() バージョンがバージョン・シリーズの 終バージョ
ンかどうかを判断します。

PublicObject

getPublicObject()

各バージョンは、 終的に PublicObjectのインスタ
ンスとして格納されます。VersionDescriptionの
PublicObject属性は、そのバージョンを構成する
PublicObjectインスタンスを参照します。
getPublicObject()メソッドは、PublicObjectを取得
するために使用されます。

表表表表 3-27 VersionSeriesの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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情報へのアクセスの制御情報へのアクセスの制御情報へのアクセスの制御情報へのアクセスの制御
図 3-9「ACLオブジェクト・モデル」のように、Oracle 9iFSでは、情報へのアクセスを制御
するために主として AccessControlList、ClassAccessControlListおよび
SystemAccessControlListという 3つのクラスが使用されます。この 3つは、
PublicObjectの派生クラスです。したがって、いずれも、エンド・ユーザーが情報へのアク
セスを制御するために使用するプライマリ・インタフェースです。 この 3つのクラスは、他
の 4つのクラス、つまり AccessControlEntry、AccessLevel、PermissionBundleおよび
ExtendedPermissionによりサポートされます。

セキュリティの詳細は、第 15章「セキュリティ」を参照してください。

図図図図 3-9 ACLオブジェクト・モデルオブジェクト・モデルオブジェクト・モデルオブジェクト・モデル

AccessControlList
AccessControlListは、リポジトリ内の情報に対する特定の権限が付与されているユーザーと
グループのリストを表します。AccessControlListの単一インスタンスを 1つ以上のドキュメ
ント、フォルダまたは任意の PublicObjectに適用できます。この方法で、AccessControlList
はリポジトリ内の情報についてセキュリティを定義して適用するための一元的な場所として
機能します。

PublicObjectの各インスタンスは、そのインスタンスに AccessControlListを割り当てるた
めに使用される属性 ACLを持ちます。Oracle 9iFSでは、ユーザーに PublicObjectインスタ
ンスに対するアクションの実行を許可する前に、まず ACL属性で参照される
AccessControlListがチェックされ、そのユーザーにそのアクションを実行する権限が付与さ
れているかどうかが判断されます。
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 AccessControlListは PublicObjectの派生クラスのため、同じく ACL属性を持っています。
この属性は、AccessControlList内での権限の付与、取消しおよび AccessControlListの削除
ができるユーザーとグループを制御するために使用されます。

表 3-29に、AccessControlListで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

AccessControlEntry
AccessControlEntryは、AccessControlListでユーザーまたはグループに付与された権限の
各セットを表すために使用されます。AccessControlEntryは、ユーザーまたはグループ、権
限、および権限が付与されるか取り消されるかを決定するための属性とメソッドを持ちま
す。AccessControlEntryの各インスタンスは、属性 ACLを経由して、属している
AccessControlListを参照します。

表表表表 3-29 AccessControlListの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

Shared

isShared()

AccessControlListを複数の PublicObject間で共有でき
るかどうかを決定します。

checkEffectiveAccess()

checkGrantedAccess()

getEffectiveAccessLevel()

getGrantedAccessLevel()

AccessControlListでユーザーまたはグループに付与さ
れているアクセス権を判断します。 

grantAccess()

removeAccessControlEntry()

revokeAccess()

revokeAllAccess()

updateAccessControlEntry()

ユーザーが AccessControlListでアクセス権を付与また
は取消しできるように、便利なインタフェースを提供し
ます。

ACL この AccessControlListでの権限の付与と取消し、また
はこの AccessControlListの削除ができるユーザーとグ
ループを制御する、別の AccessControlListを参照しま
す。
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表 3-30に、AccessControlEntryで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

AccessLevel
リポジトリ内の情報について付与または取消しが可能な各権限は、AccessLevelクラスで表
されます。AccessLevelは、様々な権限を指定するために使用される定数のセットを持ちま
す。権限には、情報の存在を検出するための権限、クラスのインスタンスを作成する権限、
属性や内容を設定する権限、情報を削除する権限などがあります。AccessLevelには広範囲
な権限リストが用意されており、情報へのアクセス方法を厳密に制御できます。
AccessLevelクラスの定数で表される権限を次に示します。

表表表表 3-30 AccessControlEntryの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

ACL

getACL()

この AccessControlEntryが属している
AccessControlListを判断します。

Grantee

getGrantee()

権限が付与または取り消されるユーザーまたはグループ
を判断します。 

AccessLevel

getDistinctAccessLevel()

getMergedAccessLevel()

付与または取り消される権限を判断します。

Granted 権限が付与されるか取り消されるかを示します。

SortSequence

getSortSequence()

この AccessControlEntryの、AccessControlListでの
ソート順序を決定します。

PermissionBundles

getPermissionBundles()

AccessControlEntryに設定されている
PermissionBundleを判断します。

ExtendedPermissions

getExtendedPermissions()

この AccessControlEntryで付与または取り消された拡
張権限を判断します。

All Selector Access Create Set Content

None Get Content Delete Set Default Version

Discover Grant Set Attribute Set Policy

Remove Member Add Member Remove Item Add Item
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表 3-31に、AccessLevelで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

ExtendedPermission
ExtendedPermissionでは、カスタムのアクセス権が定義されます。たとえば、法的契約書
の管理アプリケーションをサポートするために、ドキュメントにデジタル署名を添付できる
かどうかについて、カスタム権限を定義できます。このカスタム権限を定義するには、一意
の名前（'Sign'など）でカスタム権限を識別する、ExtendedPermissionクラスのインスタン
スを作成します。

その後は、AccessLevelを使用して、AccessControlEntry内で ExtendedPermissionを付与
または取り消すことができます。ExtendedPermissionを保持する AccessLevelは、標準的な

Add Relationship Remove 
Relationship

Lock Unlock

Add Version Remove Version Add VersionSeries Remove Version 
Series

表表表表 3-31 AccessLevelの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

add()

equal()

subtract()

この AccessLevelについて、別の
AccessLevelに存在する権限を追加また
は削除します。 

clearAllPermissions()

clearAllStandardPermissions()

disableAllPermissions()

disableAllStandardPermissions()

enableAllPermissions()

enableAllStandardPermissions()

AccessLevelでの権限を消去、有効また
は無効にします。

getAllDefinedStandardPermissions()

getAllDefinedStandardPermissionNames()

enableEnabledStandardPermissions()

getEnabledStandardPermissionNames()

isStandardPermissionEnabled()

isSufficientEnabled()

AccessLevelで有効化され、定義されて
いる権限を判断します。
3-46 Oracle Internet File System開発者リファレンス



情報の管理
権限と同様に簡単に構成できます。Java APIの AccessLevelクラスには、
ExtendedPermissionを操作するためのメソッドのセットが用意されています。AccessLevel
は、AccessControlListの AccessControlEntry内でユーザーに対して付与または取り消すこ
とができます。

表 3-32に、ExtendedPermissionの操作に使用される AccessLevelのメソッドを示します。

ExtendedPermissionが AccessControlListに適用された後は、ExtendedPermissionを使用し
てユーザーによる PublicObjectの操作方法を制御するように、カスタム・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、ユーザーが PublicObjectに対する
ExtendedPermissionを付与されているかどうかをチェックし、検出結果に基づいて操作の
実行を許可または禁止するオーバーライドを実装できます。

表 3-33に、ExtendedPermissionの操作に使用される S_PublicObjectのメソッドを示します。

表表表表 3-32 ExtendedPermissionに関連するに関連するに関連するに関連する AccessLevelのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

enableExtendedPermission() AccessLevel内で ExtendedPermissionを設定す
るために使用されます。 

disableExtendedPermission() AccessLevelから ExtendedPermissionを削除す
るために使用されます。

getExtendedPermissions() AccessLevelに保持されているすべての
ExtendedPermissionを取得するために使用され
ます。

isExtendedPermissionEnabled() ExtendedPermissionが AccessLevelに保持され
ているかどうかをチェックするために使用され
ます。

表表表表 3-33 ExtendedPermissionに関連するに関連するに関連するに関連する S_PublicObjectのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

checkAccess() S_PublicObjectのユーザーに ExtendedPermission
が付与されているかどうかを判断します。

extendedPostInsert()
extendedPreInsert()
extendedPostUpdate()
extendedPreUpdate()
extendedPostDelete()
extendedPreDelete()

ユーザーが実行できる操作を ExtendedPermission
に基づいて制御する、カスタム・ビジネス・ルー
ルを実装します。 
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PermissionBundle
AccessLevelで定義される権限よりも広範囲にアクセスを管理するには、PermissionBundle
を使用して AccessLevelをグループ化できます。PermissionBundleは Oracle 9iFSに永続的
に格納されており、ユーザーに付与できる上位レベルのセキュリティ設定を表すために使用
できます。たとえば、ユーザーにフォルダの変更権限を簡単に付与できるように、
Discover、Add Itemおよび Remove Itemの権限をModify Folder Permission Bundleにグ
ループ化できます。

表 3-34に、PermissionBundleで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

ClassAccessControlList
ClassAccessControlListは、AccessControlListを拡張します。したがって、
AccessControlEntry、AccessLevel、ExtendedPermissionおよび PermissionBundleも使用さ
れます。ClassAccessControlListは、ユーザーによるコンテンツ・タイプの操作方法を管理
するように特化されています。管理者は、ClassAccessControlListを使用して、コンテン
ツ・タイプをインスタンス化したり削除できるユーザーやグループを制御します。
ClassAccessControlListは、Oracle 9iFSで一意の名前を持つように拡張 UniqueName属性
を持っています。

SystemAccessControlList
SystemAccessControlListも、AccessControlListを拡張します。

SystemAccessControlListは、UniqueName属性を持つシステム単位の AccessControlListを
表すために使用されます。このクラスを作成できるのは、管理ユーザーのみです。Oracle 
9iFSには、インストール時に SystemAccessControlListの次の 4つのインスタンスが含まれ
ています。 

� Private

� Protected

� Public

� Published

SystemAccessControlListは、Oracle 9iFSで一意の名前を持つように拡張 UniqueName属性
を持っています。

表表表表 3-34 PermissionBundleの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

AccessLevel

getAccessLevel()

setAccessLevel()

PermissionBundleでの AccessLevelを判断します。
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ディレクトリの管理ディレクトリの管理ディレクトリの管理ディレクトリの管理
図 3-10「ディレクトリ・オブジェクト・モデル」のように、Oracle 9iFSにはユーザーおよび
グループ情報を管理するためのクラスのセットが用意されています。DirectoryUserおよび
DirectoryGroupは PublicObjectの派生クラスで、Oracle 9iFSのリポジトリ内の情報を操作
するユーザーとグループを表すためのプライマリ・インタフェースとして機能します。この
2つのクラスは、リポジトリでの操作に関する各ユーザーの設定項目と、ユーザーをグルー
プに関連付ける方法を表すための、少数の SystemObjectクラスでサポートされます。

図図図図 3-10 ディレクトリ・オブジェクト・モデルディレクトリ・オブジェクト・モデルディレクトリ・オブジェクト・モデルディレクトリ・オブジェクト・モデル

アプリケーションでのディレクトリの管理方法は、第 15章「セキュリティ」を参照してく
ださい。

DirectoryUser
Oracle 9iFSにログインできる各ユーザーは、DirectoryUserクラスのインスタンスで表され
ます。

DirectoryUserは、ユーザーの管理権限の割当て、ユーザーへの一意名の割当て、ユーザー
認証に使用する資格証明マネージャの指定など、ユーザーを管理するための属性とメソッド
を持っています。
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表 3-35に、DirectoryUserで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

PrimaryUserProfile、、、、ExtendedUserProfileおよびおよびおよびおよび ContentQuota
Oracle 9iFSには、Oracle 9iFSリポジトリ内での操作に関するユーザーの設定項目を管理で
きるように、SystemObjectクラスのセットが用意されています。 

� PrimaryUserProfileは、ユーザーのホーム・フォルダやコンテンツの割当て領域（コン
テンツ・クオータ）など、Oracle 9iFSでデフォルトで定義されている設定項目を管理す
るための属性とメソッドを持ちます。 

� ExtendedUserProfileには、カスタム設定項目を管理するための基本コンテンツ・タイ
プが用意されています。 

� ContentQuotaは、ユーザーまたはグループが Oracle 9iFSリポジトリに格納できるコン
テンツの量を管理するために使用されます。

表表表表 3-35 DirectoryUserの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

AdminEnabled

isAdminEnabled()

setAdminEnabled()

ユーザーが Oracle 9iFSシステムでの管理権限を持って
いるかどうかを判断します。

CredentialManager

getCredentialManager()

setCredentialManager()

ユーザーが Oracle 9iFSシステムにログインするときに、
ユーザーの資格証明の認証に使用される資格証明マネー
ジャを判断します。 

DistinguishedName

UniqueName

getDistinguishedName()

setDistinguishedName()

システム内でユーザーを一意に識別します。
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表 3-36に、PrimaryUserProfileで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

表 3-37に、ExtendedUserProfileで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

表表表表 3-36 PrimaryUserProfileの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

ContentQuota

getContentQuota()

setContentQuota()

リポジトリへのコンテンツ格納に関するユーザーのク
オータを判断します。

ContentQuota属性は、ユーザーのクオータを表す
ContentQuotaのインスタンスを参照します。

DefaultACLs

getDefaultACLs()

setDefaultACLs()

ユーザーがリポジトリ内で作成する情報にデフォルトで
適用される AccessControlListを判断します。 

DefaultACLs属性は、デフォルトの AccessControlList
を含む PropertyBundleを参照します。

HomeFolder

getHomeFolder()

setHomeFolder()

ユーザーの個人用記憶領域として機能するフォルダを判
断します。ユーザーが Oracle 9iFSクライアントにログ
インすると、デフォルトでホーム・フォルダに置かれま
す。

HomeFolder属性は、ユーザーのホーム・フォルダとし
て機能する Folderのインスタンスを参照します。

表表表表 3-37 ExtendedUserProfileの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

Application

getApplication()

setApplication()

ExtendedUserProfileが適用されるカスタム・アプリ
ケーションを示します。同じ Oracle 9iFSシステム用に
複数のカスタム・アプリケーションを構築できます。各
ユーザーは、各アプリケーションでの操作用に異なるプ
ロファイルを持つことができます。
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表 3-38に、ContentQuotaで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

DirectoryGroupおよびおよびおよびおよび GroupMemberRelationship
ユーザーはグループ単位で編成できます。1つのグループに必要な数のユーザーを含めるこ
とができます。また、グループには他のグループを含めることもできます。これにより、グ
ループを階層形式に含めて並べ替えることができます。 

共通の要素を持つユーザーを表すグループを作成できます。たとえば、ユーザーが持つ様々
なロールを表すグループ（Manager、Developer、Writerなど）を作成する方法があります。 
また、会社の部門やプロジェクトを表すグループ（Marketing、Sales、Developmentなど）
を作成する方法もあります。 

グループは、多数のユーザー間で情報へのアクセス権を一貫した方法で付与する場合に役立
ちます。たとえば、AccessControlEntryの GranteeとしてManagerグループを指定する
AccessControlListを作成し、すべてのマネージャにリポジトリ内のドキュメントへの読取り
アクセス権を付与できます。

グループは、Oracle 9iFSでは DirectoryGroupおよび GroupMemberRelationshipと
いう 2つのクラスで表されます。DirectoryGroupは PublicObjectの派生クラスのため、
グループのメンバーシップを管理するためのプライマリ・インタフェースとして機能しま
す。GroupMemberRelationshipは SystemObjectの派生クラスであり、ユーザーとグ
ループ間の関係を表します。GroupMemberRelationshipのインスタンスは、各ユーザー
またはグループのメンバーシップを表すように作成されます。

DirectoryGroupを拡張してグループを分類し、そのタイプのグループ専用の特別な属性
と動作を追加できます。たとえば、DirectoryGroupを拡張する Divisionグループを作成

表表表表 3-38 ContentQuotaの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

AllocatedStorage

getAllocatedStorage()

setAllocatedStorage()

ユーザー用の記憶領域を割り当てます。

ConsumedStorage

calculateConsumedStorage()

getConsumedStorage()

ユーザーがクオータのうち消費した領域の量を判断しま
す。 

AssociatedPublicObject

getAssociatedPublicObject()

ContentQuotaが適用される PublicObjectを指定しま
す。

Enabled

isEnabled()

setEnabled()

ユーザーのコンテンツ・クオータが有効かどうかを判断
します。管理者は、ユーザーのコンテンツ・クオータを
無効化して、リポジトリ内で無制限の記憶領域を与える
ことができます。
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し、属性 Vice PresidentおよびMission Statementを含めることができます。また、
GroupMemberRelationshipを拡張し、Team Roleなど、Divisionグループの各ユーザー
のメンバーシップに関する特別なメタデータを管理できます。 

表 3-39に、DirectoryGroupで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

表 3-40に、GroupMemberRelationshipで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

表表表表 3-39 DirectoryGroupの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

addMember()

addMembers()

グループのメンバーとしてユーザーまたはグループ、あ
るいはその両方を追加します。

getAllMembers()

getAllUserMembers()

getDirectMembers()

isMember()

グループのメンバーであるユーザーまたはグループ、あ
るいはその両方を判断します。直接のメンバーは、この
グループに含まれる他のグループに属しているユーザー
やグループではなく、このグループに直接関連している
ユーザーまたはグループです。

removeMember()

removeMembers()

グループからユーザーまたはグループ、あるいはその両
方を削除します。

表表表表 3-40 GroupMemberRelationshipの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

LeftObject

getLeftObject()

LeftObject属性は DirectoryGroupを参照します。

RightObject

getRightObject()

RightObject属性は、DirectoryGroupに属しているユー
ザーまたはグループを参照します。
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コンテンツ・タイプの定義コンテンツ・タイプの定義コンテンツ・タイプの定義コンテンツ・タイプの定義
Oracle 9iFSでは、管理対象となるすべてのコンテンツ・タイプのレジストリをメンテナンス
するために、もう 1組のクラスが使用されます。この種のクラスは、oracle.ifs.beans
パッケージ内の SchemaObjectクラスの派生クラスです。各クラスの機能は、コンテンツ・
タイプの属性、コンテンツ・タイプの動作を実装する Javaクラス、コンテンツ・タイプの
インスタンスをデータベースに格納する方法など、各コンテンツ・タイプに関するメタデー
タを記録することです。

図 3-11「SchemaObjectモデル」のように、このレジストリの作成に使用されるクラスは、
ClassObject、Attribute、AttributeDefault、AttributeDomain、ClassDomainなどです。

図図図図 3-11 SchemaObjectモデルモデルモデルモデル

Oracle 9iFS内の各コンテンツ・タイプは、ClassObjectクラスのインスタンスで表されます。
コンテンツ・タイプの属性は、それぞれ Attributeクラスのインスタンスで表されます。
ValueDefault、ValueDomainおよび ClassDomainクラスは、コンテンツ・タイプの属性に
対する制約を定義するために使用されます。

ClassObject
ClassObjectは、Oracle 9iFS内のコンテンツ・タイプを登録するための属性と動作を持って
います。ClassObjectでは、コンテンツ・タイプの名前と記述、コンテンツ・タイプのイン
スタンスが格納される表、コンテンツ・タイプの動作の実装に使用される Javaクラスが記
録されます。
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表 3-41に、ClassObjectで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

表表表表 3-41 ClassObjectの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

Name

getName()

setName()

コンテンツ・タイプの名前（Document、Folderなど）
を決定します。コンテンツ・タイプを表す ClassObject
インスタンスの作成後は、その Nameは変更できませ
ん。

DatabaseObjectName

getDatabaseObjectName()

コンテンツ・タイプのインスタンスの格納に使用され
るデータベース内の表を決定します。コンテンツ・タ
イプを表す ClassObjectインスタンスの作成後は、
DatabaseObjectNameは変更できません。

BeanClasspath

getBeanClasspath()

setBeanClasspath()

ServerClasspath

getServerClasspath()

setServerClasspath()

SelectorClasspath

getSelectorClasspath()

setSelectorClasspath()

コンテンツ・タイプの動作の実装に使用される Javaク
ラスを決定します。新規コンテンツ・タイプのパスを
指定していない場合は、そのスーパークラスから動作
が取得されます。 

Abstract

Final

Partitioned

isAbstract()

isFinal()

isPartitioned()

コンテンツ・タイプをインスタンス化できる
（isAbstract() = false）かどうかと、サブクラス化でき
る（isFinal() = false）かどうかを決定します。
Partitioned属性により、コンテンツ・タイプのインス
タンスを格納する表がパーティション化されるかどう
かが決定されます。

isVersionable() コンテンツ・タイプのインスタンスをバージョニング
できるかどうかを決定します。

ClassACL

getClassACL()

setClassACL()

ユーザーとグループがコンテンツ・タイプをインスタ
ンス化できるかどうかを制御する、ClassObjectの
ClassAccessControlListを提供します。
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Attribute
Attributeは、コンテンツ・タイプの属性を登録するための属性とメソッドを持ちます。
Attributeには、属性の名前、データ型、スケールおよび長さなどのメタデータが記録されま
す。また、属性値の格納に使用される列の名前も記録されます。

表 3-42に、Attributeで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

SuperClass

getSuperClass()

getDirectSubclasses()

getSubclasses()

isSubclassOf()

クラス階層を記録し、横断します。

addAttribute()

getEffectiveClassAttributes()

getExtendedClassAttributes()

removeAttribute()

コンテンツ・タイプの属性を追加、削除およびリスト
表示します。属性とコンテンツ・タイプ間の関係は、
ClassObjectインスタンスには記録されませんが、
Attributeインスタンスの Class属性で記録されます。

表表表表 3-42 Attributeの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

Name

getName()

setName()

属性名（Owner、CreateDateなど）を決定します。コ
ンテンツ・タイプの属性を表す Attributeインスタン
スの作成後は、その Nameは変更できません。

DatabaseObjectName

getDatabaseObjectName()

コンテンツ・タイプのインスタンスの格納に使用され
るデータベース内の列を決定します。この列は、属性
の ClassObjectに指定された表に置かれます。コンテ
ンツ・タイプを表す Attributeインスタンスの作成後
は、DatabaseObjectNameは変更できません。

Class

getDefiningClass()

属性が属しているコンテンツ・タイプの ClassObject
（Document、Folderなど）を決定します。

表表表表 3-41 ClassObjectの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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Datatype

DataLength

DataScale

getDataType()

getDataTypeLabel()

getDataLength()

getDataScale()

属性のデータ型、長さおよびスケールを決定します。
属性には、INTEGER、STRINGおよび DATEのよう
なスカラー・データ型や、PublicObject、
SystemObjectおよび DirectoryObjectのような Oracle 
9iFSのオブジェクト・データ型、またはこれらの型の
配列を使用できます。

ValueDefault

getAttributeDefault()

setAttributeDefault()

ValueDomain

ValueDomainValidated

getValueDomain()

setValueDomain()

isValueDomainValidated()

ClassDomain

getClassDomain()

setClassDomain()

Indexed

isIndexed()

Required

isRequired()

Unique

isUnique()

Updatable

isUpdatable()

属性値に制約を適用します。 ValueDefault、
ValueDomainおよび ClassDomainの各制約について
は、それぞれ「ValueDefault」、「ValueDomain」およ
び「ClassDomain」を参照してください。

表表表表 3-42 Attributeの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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ValueDefault
属性値のデフォルトは、コンテンツ・タイプのインスタンスの作成時に自動的に設定できま
す。属性のデフォルト値を設定すると、エンド・ユーザーは各属性の値を手動で入力せず
に、新規インスタンスを簡単に作成できます。属性が通常は特定の値に設定されるのであれ
ば、その値を Oracle 9iFSで自動的に設定できます。

デフォルト値は、ValueDefaultのインスタンスで表されます。ValueDefaultは、値がどのよ
うなデータ型の場合にも Attibuteのデフォルト値を設定する汎用的な方法を提供します。
ValueDefaultでは、PropertyBundle内の値が保持されます。ValueDefaultは、Oracle 9iFS
システムでデフォルト値を一意に識別して取得するための属性およびメソッドを持っていま
す。

表 3-43に、ValueDefaultで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

ReferentialIntegrityRule

RIRULE_CLEAR

RIRULE_RESTRICT

getReferentialIntegrityRule()

setReferentialIntegrityRule()

属性の値がオブジェクトを参照する場合に適用され
る、参照整合性ルールを決定します。

RIRULE_CLEAR制約は、参照先オブジェクトが削除
された場合に、属性の値を NULLに設定する必要があ
ることを示すために使用されます。RIRULE_
RESTRICT制約は、この属性で参照されている間は、
Oracle 9iFSでオブジェクトの削除を禁止する必要があ
ることを示すために使用されます。

表表表表 3-43 ValueDefaultの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

UniqueName ValueDefaultの一意名を指定します。

ValueDefaultPropertyBundle

getValueDefaultPropertyBundle()

setValueDefaultPropertyBundle()

値を保持する PropertyBundleを決定します。

getPropertyValue() PropertyBundleから値を取得する便利な方法を提
供します。

表表表表 3-42 Attributeの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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ValueDomain
属性値は、列挙値のドメインまたは値のドメイン範囲に制限できます。ドメイン範囲では、
値が指定した境界値より小さい、以下、より大きい、以上、両端の値を除く境界値の範囲内
および境界値の範囲内になるように要求できます。属性値に制約を適用してドメインに限定
すると、エンド・ユーザーに確実に有効値を入力させることができます。たとえば、
PublicationDate属性の値を 2000年以後になるように制限したり、Publisher属性の値を
{'ACME Publishing', 'GreenTree Publishing', 'Atlantis Publishing'}のいずれか 1つに制限で
きます。

属性値に適用するドメインは、Oracle 9iFSに ValueDomainのインスタンスとして登録され
ます。ドメイン範囲または列挙値は、PropertyBundleに保持されます。ValueDomainの定
数セットは、値に適用するドメインのタイプを示すために使用されます。

表 3-44に、ValueDomainで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。 

表表表表 3-44 ValueDomainの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

UniqueName ValueDomainの一意名を指定します。

ValueDomainPropertyBundle

getValueDomainPropertyBundle()

setValueDomainPropertyBundle()

列挙値のドメイン、つまり有効な範囲を保持する
PropertyBundleを決定します。

VALUEDOMAINTYPE_
ENUMERATED

VALUEDOMAINTYPE_
EXCLUSIVE_MAXIMUM

VALUEDOMAINTYPE_
EXCLUSIVE_MINIMUM

VALUEDOMAINTYPE_
EXCLUSIVE_RANGE

VALUEDOMAINTYPE_MAXIMUM

VALUEDOMAINTYPE_MINIMUM

VALUEDOMAINTYPE_RANGE

toValueDomainTypeLabel()

valueDomainTypeResourceBundleK
ey()

値ドメインのタイプを決定します。
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ClassDomain
属性値がオブジェクト（PublicObject、System Object、SchemaObject、DirectoryObjectな
ど）またはその配列を参照する場合は、値を 1つ以上のコンテンツ・タイプに限定できま
す。たとえば、属性のデータ型が PublicObjectの場合は、値が Documentのインスタンスに
なるように要求できます。また、値を Documentのサブクラスのインスタンスにできるかど
うかも指定できます。

この種の制約は、Oracle 9iFSに ClassDomainのインスタンスとして登録されます。
ClassDomainを使用すると、オブジェクトの相互関係の管理を属性経由でさらに厳密に制御
できます。特に、複合ドキュメント管理アプリケーションを構築する場合に役立ちます。た
とえば、属性 Ordered_Productsを持つコンテンツ・タイプ PurchaseOrderを作成する場合
に、その属性が Productコンテンツ・タイプのインスタンスを参照する必要があるとしま
す。Ordered_Products属性のデータ型を PublicObject、ClassDomainを Productとして指
定できます。

表 3-45に、ClassDomainで も使用頻度の高い属性およびメソッドを示します。 

表表表表 3-45 ClassDomainの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

UniqueName ClassDomainの一意名を指定します。

Classes

getClasses()

setClasses()

ドメインのコンテンツ・タイプを決定しま
す。各コンテンツ・タイプは、ClassObject
クラスのインスタンスの Classes属性で表さ
れます。

DomainType

CLASSDOMAINTYPE_ENUMERATED

CLASSDOMAINTYPE_ENUMERATED_
AND_SUBCLASSES

getDomainType()

setDomainType()

ClassDomainを列挙されたコンテンツ・タ
イプのみに限定する必要があるか、または
派生するコンテンツ・タイプを含むことが
できるかを決定します。
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コンテンツ・タイプの動作の拡張コンテンツ・タイプの動作の拡張コンテンツ・タイプの動作の拡張コンテンツ・タイプの動作の拡張
「情報の管理」で説明したように、Oracle 9iFSで管理される各コンテンツ・タイプは、デー
タを格納する表のセットと、コンテンツ・タイプの動作を実装する Javaクラスのセットで
構成されています。各コンテンツ・タイプは、次の 3つの Javaクラスを持つことができま
す。 

� Bean側側側側 Javaクラスクラスクラスクラス。Bean側 Javaクラスは、コンテンツ・タイプを操作するためのプラ
イマリ・インタフェースを提供します。 この種のクラスは、oracle.ifs.beansパッ
ケージにあります。

� サーバー側サーバー側サーバー側サーバー側 Javaクラスクラスクラスクラス。サーバー側 Javaクラスには、コンテンツ・タイプの動作を実
装するコードが含まれています。この種のクラスは、oracle.ifs.server パッケー
ジにあります。 サーバー側 Javaクラスのネーミング規則 S_<classname>により、こ
の種のクラスは Bean側クラスにパラレルになります。

� セレクタセレクタセレクタセレクタ Javaクラスクラスクラスクラス。セレクタ Javaクラスは、Oracle 9iFS内部でオブジェクトをイン
スタンス化するために使用されます。 カスタム・アプリケーションの構築時には、この
Javaクラスのカスタマイズ作業は行いません。

新規に作成したコンテンツ・タイプは、それを拡張するコンテンツ・タイプの動作を自動的
に持つことになります。たとえば、Documentを拡張する新規コンテンツ・タイプ
SimpleImageを作成すると、oracle.ifs.beans.Documentクラスと
oracle.ifs.server.S_Documentクラスで実装される動作を持ちます。コンテンツ・タ
イプの動作をカスタマイズする必要がある場合は、そのカスタム Javaクラスを作成するの
みで済みます。

Oracle 9iFSには、Javaクラスを拡張してカスタム動作を実装できるように便利なインタ
フェースを提供する、Tieクラスというクラス・セットが用意されています。Bean側とサー
バー側の Javaクラスには、それぞれ対応する Tieクラスがあります。たとえば、Document 
Javaクラスは対応するクラス TieDocumentを持ち、S_Documentは対応するクラス
S_TieDocumentを持ちます。Tieクラスは、それに対応する Bean側またはサーバー側
Javaクラスを拡張します。

コンテンツ・タイプの動作を拡張する必要がある場合は、Tieクラスを拡張または置き換え
るカスタム Javaクラスを作成します。Tieクラスは Bean側とサーバー側の Javaクラスを拡
張するため、カスタム Javaクラスは Oracle 9iFSの各クラスで実装される動作を継承しま
す。 
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コンテンツ・タイプのインスタンス化コンテンツ・タイプのインスタンス化コンテンツ・タイプのインスタンス化コンテンツ・タイプのインスタンス化
Oracle 9iFSには、コンテンツ・タイプのインスタンス作成に使用するクラス・セット、
Definitionクラスも用意されています。

Oracle 9iFSで管理される各コンテンツ・タイプは、Definitionクラスを持ちます。
Definitionクラスのネーミング規則 <classname>Definitionにより、このクラスはコン
テンツ・タイプの Bean側 Javaクラスとパラレルになります。すべての Definitionクラスは
oracle.ifs.beansパッケージにあり、トップレベルのクラス
LibraryObjectDefinitionを拡張します。

Definitionクラスは、情報データを一時的に保持する構造をアセンブルするために使用され
ます。この構造を使用して Bean側 Javaクラスがインスタンス化され、情報がリポジトリに
永続的に格納されます。

また、類似する複数のインスタンスを作成する場合に、カスタム・アプリケーションに大幅
な柔軟性をもたらします。たとえば、同じ Ownerおよび Formatを持つ複数の Document
を作成する必要があれば、Ownerおよび Formatの値を保持する Definitionを作成し、それ
をテンプレートとして使用して、各 Documentを作成できます。

さらに、Definitionを使用すると複合コンテンツ・タイプを簡単にインスタンス化できます。
複数のコンポーネントで構成されるコンテンツ・タイプを作成する場合は、コンポーネント
ごとに Definitionを作成してから、コンテンツ・タイプを単一コールでインスタンス化でき
ます。 たとえば、バージョニング対象のドキュメントは Document、VersionDescription、
VersionSeriesおよび Familyという 4つのコンポーネントで構成されています。コンポーネ
ントごとに Definitionを作成してから、Oracle 9iFS APIの単一コールで 4つの永続オブジェ
クトすべてを作成できます。

情報の検索情報の検索情報の検索情報の検索
Oracle 9iFS Java APIには、リポジトリ内のあらゆるタイプの情報を検索して取り出せるよ
うに、Javaクラスのセットが用意されています。この種のクラスを使用すると、次のように
取り出す情報に関する条件を指定できます。

� コンテンツ・タイプコンテンツ・タイプコンテンツ・タイプコンテンツ・タイプ /クラス条件クラス条件クラス条件クラス条件。取り出す必要のある情報のタイプ（Documents、
Folders、DirectoryObjects、カスタム・コンテンツ・タイプなど）を指定できます。 

� 属性条件属性条件属性条件属性条件。名前、所有者または変更日など、情報に関する属性に基づいて検索するか、
owner = 'user1'やmodification date > January 1, 2001のように属性条件を結合してブー
ル構造体を指定できます。

� 内容条件内容条件内容条件内容条件。ドキュメントの内容に基づいて検索できるように、Oracle 9iFSではデータ
ベースの Oracle Text機能を使用してドキュメントの内容に索引を付けます。ドキュメ
ントの検索時には、ドキュメントに含まれる語句（トークン）を指定する方法、ブール
（AND、OR、ACCUMULATE、MINUSなど）を使用して内容条件を結合する方法、
トークン間の近接性（'XML' near 'Internet Applications'など）を指定する方法がありま
す。Oracle Textの言語分析機能を使用すると、ドキュメントを件名（'about XML'な
ど）に基づいて検索し、シソーラス、Soundex（発音の類似）、またはファジー演算子
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およびワイルドカードを使用して検索対象を拡張し、関連または類似するトークンを含
むドキュメントを検索できます。Oracle Text機能のすべての内容検索機能は、Oracle 
9iFS検索の構成時に使用できます。

Oracle Textの詳細は、『Oracle Internet File Systemセットアップおよび管理ガイド』を
参照してください。

� フォルダ制限フォルダ制限フォルダ制限フォルダ制限。検索対象を限定し、特定のフォルダまたは特定のフォルダ分岐にある情
報を取り出すことができます。フォルダは、リポジトリ内のオブジェクトを編成する場
合に役立ちます。フォルダ制限による検索では、検索対象をフォルダ階層の特定の分岐
にあるオブジェクトに限定できます。

� 関連情報関連情報関連情報関連情報。関連情報に関する条件に基づいて情報を検索できます。たとえば、ドキュメ
ントの検索時に、そのドキュメントを参照するフォルダの属性を条件として指定できま
す。

� ソート条件ソート条件ソート条件ソート条件。検索により取り出された情報のどの属性順にでも、検索結果をソートでき
ます。また、内容条件を指定した場合は、検索結果のドキュメントを、そのドキュメン
トの内容と条件との関連性に基づいてソートできます（この関連性は、ドキュメントの
スコアと呼ばれます）。 

Oracle 9iFSには、リポジトリの検索と検索結果の操作用に、次の 2つのインタフェースが用
意されています。

� セレクタセレクタセレクタセレクタは、単純問合せを実行するための使用しやすいインタフェースです。 

� 検索検索検索検索は、複合問合せを作成するための確実なインタフェースです。 

セレクタセレクタセレクタセレクタ
セレクタを使用すると、リポジトリ内で単純問合せを実行できます。属性に関する静的条件
を指定して単一クラスの情報を検索する必要があれば、Selectorクラスのインスタンスを作
成して問合せを作成し、実行できます。

例例例例 3-1 単純問合せ単純問合せ単純問合せ単純問合せ

select all Documents whose Owner is 'user1' and whose Name ends with '.html'

図 3-12「セレクタ・オブジェクト・モデル」のように、Selectorは、3つのコンポーネント、
つまり、クラスを指定する文字列、検索条件を指定する文字列およびソート条件を指定する
SortSpecificationオブジェクトで構成されています。
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図図図図 3-12 セレクタ・オブジェクト・モデルセレクタ・オブジェクト・モデルセレクタ・オブジェクト・モデルセレクタ・オブジェクト・モデル

セレクタは、次のルールに基づいて動作します。

� 単一のコンテンツ・タイプ単一のコンテンツ・タイプ単一のコンテンツ・タイプ単一のコンテンツ・タイプ /クラスクラスクラスクラス。セレクタでは、1種類の情報を検索できます。複数
のコンテンツ・タイプを選択したり、結合を構成して関連コンテンツ・タイプに関する
条件を指定することはできません。条件は、Oracle 9iFSでセレクタから構成される
SQL SELECT文の FROM句となります。

� 再帰的なコンテンツ・タイプ再帰的なコンテンツ・タイプ再帰的なコンテンツ・タイプ再帰的なコンテンツ・タイプ /クラスクラスクラスクラス。セレクタでは、指定したコンテンツ・タイプ /
クラスから派生するすべてのコンテンツ・タイプを再帰的に検索できます。

� 自由形式の条件自由形式の条件自由形式の条件自由形式の条件。セレクタでは、単一文字列で検索条件を指定できます。この文字列
は、Oracle 9iFSでセレクタから構成される SQL SELECT文のWHERE句となります。

� 遅延バインド変数なし遅延バインド変数なし遅延バインド変数なし遅延バインド変数なし。セレクタでは、遅延バインド変数を使用して検索条件を動的に
構成することはできません。検索条件は、単一文字列で表現可能である必要がありま
す。

� ソート条件ソート条件ソート条件ソート条件。セレクタでは、検索結果を対象となったコンテンツ・タイプの属性順に
ソートできます。このソート条件は、Oracle 9iFSでセレクタから構成される SQL 
SELECT文の ORDER BY句となります。 

表 3-46 に、Selectorクラスで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

表表表表 3-46 Selectorの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

getSearchClassname()

setSearchClassname()

問合せ対象となるクラスを決定します。

isRecursiveSearch() セレクタで派生クラス間を再帰的に問い合せる必要
があるかどうかを決定します。
3-64 Oracle Internet File System開発者リファレンス



情報の検索
Oracle 9iFS Java APIには、セレクタ用のソート条件を構成するための SortSpecificationクラ
スも用意されています。SortSpecificationは、セレクタ上で setSortSpecification()
メソッドを使用して設定されます。

表 3-47に、SortSpecificationクラスで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

getSearchSelection()

setSearchSelection()

問合せ基準を決定します。

getSortSpecification()

setSortSpecification()

問合せ結果のソート順序を決定します。

getItems()

getItems(int index)

問合せを実行して LibraryObjectの配列を戻しま
す。

getItemCount()

openItems()

closeItems()

resetItems()

nextItem()

問合せ結果を操作します。

getItemCount()は、結果の配列に含まれる項目数を
決定します。

openItems()は、セレクタ上でカーソルをオープン
します。

nextItem()は、カーソルを使用して結果の配列内で
次の項目をフェッチします。

resetItems()は、結果の消去に使用されます。

closeItems()は、セレクタをクローズします。

表表表表 3-47 SortSpecificationの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

addSortQualifiers() SortSpecificationに属性の配列とソート修飾子の配
列を追加します。

addSortQualifier() SortSpecificationに、単一の属性、ソート順序およ
びオプションで属性のクラスと別名を追加します。

getSortAttributes() SortSpecificationに現在含まれているすべての属性
の配列を戻します。

getSortOrders() SortSpecificationに現在含まれているすべてのソー
ト順序の配列を返します。

表表表表 3-46 Selectorの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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検索検索検索検索
検索インタフェースは、リポジトリ内で複合問合せを構成して実行できるように、より確実
なインタフェースを提供します。検索では、属性、内容、フォルダ、他の相互関係および非
定型情報に関する動的条件に基づいて、複数クラスの情報を問合せできます。

例例例例 3-2 複合問合せ複合問合せ複合問合せ複合問合せ

"find all Documents and Folders which are in my Home Folder, whose ModifiedDate is 
less than <VariableDate>, and whose Name contains 'XML' or whose Content contains 
'XML' "

検索インタフェースでは、Java構造体を使用して、オブジェクト指向の方法で複合問合せを
アセンブルできます。図 3-13「検索オブジェクト・モデル」に、FROM句、WHERE句、
WHERE句の各 EXPRESSIONおよび ORDER BY句など、リポジトリに対する問合せ用の
SQL SELECT文の各コンポーネントを Javaオブジェクトとして表す方法を示します。これ
らの各種コンポーネントは、問合せの実行に使用される Searchオブジェクトに渡す Java構
造体または仕様部として動的にアセンブルできます。 Oracle 9iFSでは、問合せの実行時に
SQL SELECT文が自動的に生成され、リポジトリに対する問合せが実行されます。その後、
Oracle 9iFSでは問合せ結果が情報オブジェクトの配列として戻され、それを読み取って操作
できます。

図図図図 3-13 検索オブジェクト・モデル検索オブジェクト・モデル検索オブジェクト・モデル検索オブジェクト・モデル

getDefaultClass()

setDefaultClass()

SortSpecificationにある属性のデフォルト・クラス
を決定します。

getDefaultAlias()

setDefaultAlias()

SortSpecificationにある属性のデフォルト別名を決
定します。

表表表表 3-47 SortSpecificationの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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表 3-48に、SearchSpecificationのコンポーネントと SQL問合せのコンポーネントとのマッ
ピングを示します。

このように、Oracle 9iFSの検索インタフェースでは、複合問合せをオブジェクト指向の方法
でプログラムによりアセンブルできます。Java構造を使用して問合せを定義すると、各コン
ポーネントを柔軟に操作し、問合せを動的に変更し、リポジトリに対して複数回実行できま
す。また、Oracle 9iFSの基礎となるスキーマの複雑さを把握する必要もなくなります。

Oracle 9iFSの検索インタフェースには、検索の各種コンポーネントを構成し、問合せを実行
し、検索結果を操作できるように、Javaクラスのセットが用意されています。

� SearchSpecificationは、検索の構造体全体を保持します。

� SearchClassSpecificationは、検索の FROM句に含まれるクラスを保持します。

� SearchQualificationは、検索のWHERE句を構成するすべての条件をアセンブルするた
めの抽象クラスです。このクラスは、AttributeQualification、
FolderRestrictQualification、ContextQualification、ExistenceQualification、
FreeFormQualification、PropertyQualificationおよび SearchClauseにより拡張されま
す。

表表表表 3-48 SQLとととと Javaの比較の比較の比較の比較

SELECT * FROM <list> SearchClassSpecification

WHERE SearchQualification

  ( SearchClause

    <expression> AttributeQualficiation、FolderQualficiation、
ContextQualficiation、ExistenceQualification、
FreeFormQualificationまたは PropertyQualification

    <join> JoinQualfication

    ( SearchClause

      <expression> AttributeQualficiation、FolderQualficiation、
ContextQualficiation、ExistenceQualification、
FreeFormQualificationまたは PropertyQualification

      <join> JoinQualification

      <expression> AttributeQualficiation、FolderQualficiation、
ContextQualficiation、ExistenceQualification、
FreeFormQualificationまたは PropertyQualification

ORDER BY <list> SearchSortQualification
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� AttributeQualificationは、属性条件に関係するWHERE句の式を構成するために使用
されます。

� FolderRestrictQualificationは、フォルダ条件に関係するWHERE句の式を構成するた
めに使用されます。

� ContextQualificationは、内容条件に関係するWHERE句の式を構成するために使用さ
れます。

� ExistenceQualificationは、WHERE句に IN文を構成するために使用されます。

� PropertyQualificationは、プロパティ条件に関係するWHERE句の式を構成するために
使用されます。

� FreeFormQualificationは、WHERE句に非定型式を含む文字列を指定するために使用
されます。

� JoinQualificationは、WHERE句に結合を構成するために使用されます。

� SearchClauseは、検索のWHERE句で条件式を結合するために使用されます。

� SearchSortQualificationは、検索の ORDER BY句の条件を保持します。

� Searchは、検索を実行して結果を取り出すために使用されます。

� SearchResultsObjectは、検索結果の操作に使用されます。

SearchSpecification
Oracle 9iFSで検索を実行するには、 初に SearchSpecificationを構成します。
SearchSpecificationには、問合せを実行するまで、Searchのすべてのコンポーネントが一時
的に保持されます。

図 3-14「SearchSpecificationのコンポーネント」のように、SearchSpecificationは次の 3つ
のコンポーネントから構成されています。

� SearchClassQualification

� SearchQualification

� SearchSortQualification
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図図図図 3-14 SearchSpecificationのコンポーネントのコンポーネントのコンポーネントのコンポーネント

SearchSpecificationsには、AttributeSearchSpecificationおよび ContextSearchSpecification
という 2つのタイプがあります。Searchをアセンブルするときには、検索条件に応じて
AttributeSearchSpecificationまたは ContextSearchSpecificationを構成します。

AttributeSearchSpecification  ドキュメントの内容に基づく条件を指定せずに Searchを構成する
場合に使用します。

Oracle 9iFSでは、条件の性質に従って検索が自動的に 適化されます。同じ Search
（Owner = "user1"の Documentなど）でも、構成に ContextSearchSpecificationを使用する
よりは、AttributeSearchSpecificationを使用する方がパフォーマンスが向上します。

表 3-49に、AttributeSearchSpecificationクラスで も使用頻度の高いメソッドを示します。

ContextSearchSpecification  内容条件（Contentに 'XML'を含む Documentの選択など）を含
む Searchを構成する場合に使用します。ContextSearchSpecificationの SearchQualification
コンポーネントには、1つ以上の ContextQualificationが必要です。

表表表表 3-49 AttributeSearchSpecificationのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getClassSpecification()

setClassSpecification()

検索対象となる情報のクラスを指定する
SearchClassSpecificationを設定します。

getSearchQualification()

setSearchQualification()

検索対象となる情報のクラスを指定する
SearchQualificationを設定します。

getSearchSortSpecification()

setSearchSortSpecification()

検索結果のソート順序を指定する
SearchSortSpecificationを設定します。
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Oracle 9iFSでは、ContextSearchSpecificationに基づく Searchの実行時に、リポジトリにド
キュメントの内容を格納する表が自動的に組み込まれ、SQL文中に対応する contains()句が
構成されます。 

ContextSearchSpecificationは AttributeSearchSpecificationを拡張するため、表 3-49に定義
したメソッドと同じメソッドを持ちます。

表 3-50に、ContextSearchSpecificationクラスに用意されているその他のメソッドを示しま
す。

SearchClassSpecification
SearchClassSpecificationは、SQL SELECT文の 'FROM'句を構成します。ただし、Oracle 
9iFSは情報をオブジェクト指向の方法で操作するため、SelectClassSpecificationオブジェク
トでは、SQLのように表のリストを指定するのではなく、問合せ対象となるクラスのリスト
を指定します。

Oracle 9iFSは、検索結果として、情報オブジェクトの属性の配列ではなく、これらのオブ
ジェクトのリストを戻します。各情報オブジェクトは、SearchClassSpecificationに指定され
たクラスのインスタンスである必要があります。これにより、アプリケーションでは、各情
報オブジェクトを構成するすべてのデータ（属性、内容など）にアクセスしたり、各オブ
ジェクトに対して操作（チェックイン、チェックアウトなど）を実行できます。このような
理由から、SQL SELECT文のように選択リストを指定する必要はありません。Oracle 9iFS
の検索の場合、選択リストは常に 'SELECT *'です。

表表表表 3-50 ContextSearchSpecificationのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

setContextClassname()

getContextClassname()

ContextQualificationに指定した条件に基づいて検
索されるクラスを指定します。デフォルトでは、
Oracle 9iFSではすべての Documentの内容が
ContentObjectのインスタンスとして格納されま
す。ContentObjectは属性 Contentを持つクラスで
あり、この属性にはドキュメントの実際の内容が格
納されます。
3-70 Oracle Internet File System開発者リファレンス



情報の検索
表 3-51に、SearchClassSpecificationクラスで も使用頻度の高いメソッドを示します。

SearchQualification
SearchQualificationは、検索条件を保持する抽象クラスです。 Oracle 9iFSでは、SQL 
SELECT文の 'WHERE'句を構成するために使用されます。

SearchQualificationでは、owner = 'user1'や contains ('XML')など、様々な条件に基づいて
検索条件を指定できます。条件は、SearchQualification内で条件を表すオブジェクトのグ
ループをアセンブルして定義します。

図 3-15「SearchQualificationのアセンブリ」のように、'WHERE'句は SearchQualification
のサブクラスの複数のインスタンスをネストすることで構成されます。 

� AttributeQualification

� FolderRestrictQualification

� ContextQualification

� ExistenceQualification

� PropertyQualification

� FreeFormQualification

� JoinQualification

� SearchClause

表表表表 3-51 SearchClassSpecificationのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

addSearchClass()

addSearchClasses()

getSearchClassnames()

内容条件が適用される特定の情報クラスを決定しま
す。そのクラスの別名指定にも使用されます。

getSearchClassAliases() SearchClassSpecification内のクラスの別名のリス
トを取得します。

getRecursiveBehavior() 検索をクラスのサブクラス間で再帰的に適用する必
要があるかどうかを決定します。

addResultClass()

getResultClassnames()

検索で戻される必要のある情報のクラスを決定しま
す。検索で戻される情報のクラスは、Classes属性
でも指定する必要があります。
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図図図図 3-15 SearchQualificationのアセンブリのアセンブリのアセンブリのアセンブリ

AttributeQualification
 AttributeQualificationは、属性値に関する条件を表します。属性は、Oracle 9iFSでサポー
トされるデータ型であれば、どのような型でもかまいません。 

例例例例 3-3 属性ベースの問合せ属性ベースの問合せ属性ベースの問合せ属性ベースの問合せ

"find all documents where the owner is jdoe" 

表 3-52 に、AttributeQualificationクラスで も使用頻度の高い定数とメソッドを示します。

表表表表 3-52 AttributeQualificationの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッド

getAttributeName()

getAttributeClassname()

setAttribute()

条件の基礎となる Attributeを決定します。
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getOperatorType()

setOperatorType()

EQUAL

GREATER_THAN

GREATER_THAN_EQUAL

IS_NOT_N ULL

IS_NULL

LESS_THAN

LESS_THAN_EQUAL

LIKE

NOT_EQUAL

Attributeを指定の値と比較する演算子を決定しま
す。

定数は、条件中の比較演算子を表します。 現在、
Oracle 9iFSでサポートされている演算子は、文字
列に対する 'IS_NULL'、'IS_NOT_NULL'および
'LIKE'のみです。

getValue()

setValue()

Attributeの比較対象となる値を決定します。

注意注意注意注意 : 演算子 LIKEを使用すると、有効な SQLワ
イルドカード（%や _など）を値に使用できます。

getDateComparisonLevel()

setDateComparisonLevel()

DATE_COMP_DAY

DATE_COMP_HOUR

DATE_COMP_MIN

DATE_COMP_MONTH

DATE_COMP_SEC

DATE_COMP_YEAR

DATE型の Attributeの場合、これらのメソッドと
定数は、Oracle 9iFSで属性と日付値を比較するレ
ベルを指定するために使用されます。

たとえば、AttributeQualificationを使用すると、
'CreateDate' Attributeを、'March 21, 2001 08:30 am'
（'CreateDate < SYSDATE'など）に設定されている
システム生成の日付 'SYSDATE'と比較できます。
ただし、2001年 3月 20日以前、つまり 2001年 3
月 20日 23:59 p.m.以前に作成されたすべての情報
を取り出す必要がある場合があります。
AttributeQualificationで 2001年 3月 21日 7:00 
a.m.に作成された情報が戻されるのを防ぐには、
日付の比較レベルを DATE_COMP_DAYに設定し
ます。

isCaseIgnored()

setCaseIgnore()

条件に大 /小文字区別が必要かどうかを決定しま
す。

たとえば、IgnoreCaseを 'true'に設定すると、条件
NAME = 'XML'では NAMEが 'xml'の情報は戻さ
れません。

表表表表 3-52 AttributeQualificationの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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FolderRestrictQualification
FolderRestrictQualificationは、検索対象を指定のフォルダまたはフォルダの分岐に限定する
条件を表します。

例例例例 3-4 フォルダ制限による問合せフォルダ制限による問合せフォルダ制限による問合せフォルダ制限による問合せ

"find all documents in my home folder"

表 3-53に、FolderRestrictQualificationクラスで も使用頻度の高いメソッドを示します。

ContextQualification
ContextQualificationは、ドキュメントの内容に関する条件を表します。

例例例例 3-5 内容ベースの問合せ内容ベースの問合せ内容ベースの問合せ内容ベースの問合せ

"find all documents containing the word 'XML' "

表表表表 3-53 FolderRestrictQualificationのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getStartFolder()

setStartingFolder()

検索の限定対象となるフォルダを決定します。フォルダ階層
の複数レベルの分岐にまたがって検索する場合、StartFolder
は分岐の 上位ノードです。

isMultiLevel()

setMultiLevel()

検索で StartFolder内のサブフォルダを横断するかどうかを決
定します。FALSEの場合、検索は StartFolderのみに限定さ
れ、StartFolder内のサブフォルダは横断しません。TRUEの
場合、検索はすべてのサブフォルダを横断します。

getSearchClassname()

setSearchClassname()

フォルダ内で検索する情報のクラスを決定します。Searchク
ラスは、FolderRestrictQualificationとともに
SearchSpecificationに自動的に含まれます。
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表 3-54に、ContextQualificationクラスで も使用頻度の高い定数とメソッドを示します。

ExistenceQualification
ExistenceQualificationは、属性値が可能な値のリストの 1つと一致するという条件、または
属性値が別のオブジェクトの属性の値と一致するという条件を表します。

例例例例 3-6 存在の問合せ存在の問合せ存在の問合せ存在の問合せ

"find all reports where the report number is one of the following: 3a, 3b, 6a"

"find all documents where the name of a document matches the name of a folder"

表表表表 3-54 ContextQualificationの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッド

getName()

setName()

ContextQualificationの Nameを決定するために使用されま
す。名前を使用して、Oracle Textでソート条件として生成さ
れる関連性スコアを組み込むことができます。

ORDER_PREFIX Oracle Textで生成される関連性スコアを
SearchSortSpecificationに組み込む場合に使用します。定数は
ContextQualificationの Nameに接頭辞として使用され、
Oracle 9iFSにより ORDER BY句に正しい SQL構文を生成す
るために使用されます。

getQuery()

setQuery()

この 2つのメソッドは、Oracle Textに内容検索の条件として
渡されるテキスト問合せ文字列を決定するために使用されま
す。問合せ文字列は、Oracle 9iFSから CONTAINS() SQL
ファンクションのテキスト文字列引数にそのまま渡され、こ
のファンクションにより Oracle Textがコールされ、内容の問
合せが実行されます。問合せ文字列は Oracle 9iFSで変更され
ないため、Oracle Textで要求される構文に従って、必要な数
のトークン、式演算子および結合演算子を含めることができ
ます。 1

1 Oracle Textに対するテキスト問合せ文字列の構文規則の詳細は、『Oracle9i SQLリファレンス』を参
照してください。
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表 3-55に、ExistenceQualificationクラスで も使用頻度の高いメソッドを示します。

PropertyQualification
PropertyQualificationは、情報の PropertyBundle内のプロパティに関する条件を表します。

例例例例 3-7 プロパティ・ベースの問合せプロパティ・ベースの問合せプロパティ・ベースの問合せプロパティ・ベースの問合せ

" find all documents where the italian_title_translation property = 'Vino di Italia' "

Oracle 9iFS内の情報に関するメタデータは、属性として格納するのみでなく、
PropertyBundleに格納することもできます。PropertyBundleは、それぞれが名前 /値のペ
アで構成される複数の Propertyのまとまりです。PropertyBundleは、ハッシュ表のように
も簡単に操作できる非定型のメタデータを格納するために使用されます。

表表表表 3-55 ExistenceQualificationのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getLeftAttributeName()

getLeftAttributeClassname()

setLeftAttribute()

条件の左辺で、値が条件の右辺に指定され
た値の 1つと一致する必要のある Attribute
を決定します。

getRightAttributeName()

getRightAttributeClassname()

setRightAttribute()

Attributeを経由して条件の右辺の値のリス
トを決定します。

getRightAttributeValue()

isRightAttributeValue()

setRightAttributeValue()

AttributeValue[ ]配列を経由して条件の右
辺の値のリストを決定します。
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表 3-56に、PropertyQualificationクラスで も使用頻度の高いメソッドを示します。

表表表表 3-56 PropertyQualificationのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getPropertyName()

setPropertyName()

検索対象となる Propertyの名前を決定します。

getOperatorType()

setOperatorType()

Propertyと指定の Valueとの比較に使用する演算子
を決定します。このメソッドは、
AttributeQualificationに定義された定数（EQUALな
ど）を受け取って、条件内で比較演算子を表します。 
現在、Oracle 9iFSでサポートされている演算子は、
文字列に対する 'IS_NULL'、'IS_NOT_NULL'および
'LIKE'のみです。

getValue()

setValue()

Attributeの比較対象となる値を決定します。演算子
LIKEを使用すると、有効な SQLワイルドカード（%
や _など）を値に使用できます。

getDateComparisonLevel()

setDateComparisonLevel()

DATE型の Propertyの場合、これらのメソッドは、
Oracle 9iFSで属性と日付値を比較するレベルを指定
するために使用されます。このメソッドは、
AttributeQualificationに定義された定数（DATE_
COMP_DAYなど）を受け取って、条件内で様々な比
較レベルを表します。

たとえば、PropertyQualificationを使用すると、
'PublicationDate' Propertyを、'March 21, 2001 08:30 
am'（'PublicationDate < SYSDATE'など）に設定され
ているシステム生成の日付 'SYSDATE'と比較できま
す。ただし、2001年 3月 20日以前、つまり 2001年 3
月 20日 23:59 p.m.以前に作成されたすべての情報を
取り出す必要がある場合があります。
AttributeQualificationで 2001年 3月 21日 7:00 a.m.
に作成された情報が戻されるのを防ぐには、日付の比
較レベルを DATE_COMP_DAYに設定します。

isCaseIgnored()

setCaseIgnored()

条件に大 /小文字区別が必要かどうかを決定します。

たとえば、IgnoreCaseを 'true'に設定すると、条件
NAME = 'XML'では NAMEが 'xml'の情報は戻され
ません。
Java APIの概要 3-77



情報の検索
FreeFormQualification
FreeFormQualificationを使用すると、SQL構文の自由形式の文字列を通じて他のあらゆる
タイプの条件を組み込むことができます。FreeFormQualificationで指定した SQL構文は、
Oracle 9iFSにより SearchSpecificationから生成される SQL SELECT文に挿入され、解析解
除されます。

表 3-57に、FreeFormQualificationクラスで も使用頻度の高いメソッドを示します。

JoinQualification
検索条件に複数の条件を指定する場合は、JoinQualificationおよび SearchClauseを使用して
条件の結合方法を制御できます。JoinQualificationは、関連するオブジェクト情報に関する
条件を含める場合の結合の構成に使用します。

例例例例 3-8 結合の問合せ結合の問合せ結合の問合せ結合の問合せ

"find all documents where owner's name is 'wtalman' "

この検索では、ドキュメントのメタデータをドキュメントの所有者に関するメタデータと結
合するように要求しています。SQLでは、これが次のように表されます。

SELECT * 
FROM Document d, DirectoryUser u 
WHERE d.owner = u.id AND u.name = 'wtalman'

この場合は、JoinQualificationを使用して、ドキュメント情報をユーザー情報と結合する方
法（d.owner = u.idなど）を指定できます。次に、AttributeQualificationを作成して、ユー
ザーのメタデータに関する条件（u.name = 'wtalman'など）を指定します。

isLateBound()

getLateBoundDataType()

setLateBoundDataType()

Propertyの値が遅延バインド変数で与えられるように
指定します。

setClassname()

getClassname()

PropertyBundleを持つ情報のクラスを決定します。
Searchクラスは、PropertyQualificationとともに
SearchSpecificationに自動的に含まれます。

表表表表 3-57 FreeFormQualificationのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getSQLExpression()

setSQLExpression()

SQL式を含む Stringを決定します。

表表表表 3-56 PropertyQualificationのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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表 3-58に、JoinQualificationクラスで も使用頻度の高いメソッドを示します。

SearchClause
SearchClauseは、演算子を使用して条件をより複雑な条件に結合する、SQL WHERE文の句
を表します。 

演算子と優先順位の詳細は、『Oracle9i SQLリファレンス』を参照してください。

ブール条件ブール条件ブール条件ブール条件  SearchClauseは、2つの条件を演算子 ANDおよび ORで結合してブール条件に
するために使用されます。

例例例例 3-9 ブール検索句ブール検索句ブール検索句ブール検索句

"find all documents where name = 'User Guide' AND modification_date > 'January 01, 
2001' "

所有者と変更日の属性に関する条件を表す 2つの AttributeQualificationを作成した後に、
SearchClauseを作成して、結合に使用した演算子で 2つの AttributeQualificationをアセン
ブルします。

否定条件否定条件否定条件否定条件  SearchClauseは、演算子 NOTを使用して単一条件に関する否定条件を指定する
場合にも使用されます。

例例例例 3-10 NOT検索句検索句検索句検索句

"find all documents which are NOT in my home folder "

my home folderの FolderRestrictQualificationを作成した後に、SearchClauseを作成して条
件の前に NOT演算子を付けます。

SearchClauseを相互にネストすると、3つ以上の条件を結合できます。

表表表表 3-58 JoinQualificationのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getLeftAttributeName()

getRightAttributeName()

setLeftAttribute()

setRightAttribute()

結合条件の左辺と右辺を決定します。

getLeftAttributeClassname()

getRightAttributeClassname()

結合条件に指定したどちらかの Attribute
のクラスを取得します。
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例例例例 3-11 ネストした検索句ネストした検索句ネストした検索句ネストした検索句

"find all documents where name = 'User Guide' OR description = 'User Guide' AND 
modification_date > 'January 01, 2001' 

それぞれ条件を表す 3つの AttributeQualificationを作成した後に、SearchClauseを使用し
て 2つの AttributeQualificationを結合します。2番目の SearchClauseは、3番目の
AttributeQualificationを 初の SearchClauseと結合するために使用されます。この方法で
SearchClauseを使用して、SearchQualification内ですべての条件（AttributeQualification、
FolderRestrictQualificationなど）をアセンブルします。

表 3-59に、SearchClauseクラスで も使用頻度の高い定数とメソッドを示します。

SearchSortQualification
SearchSortQualificationは、検索結果のソート順序を指定します。Oracle 9iFSでは、SQL 
SELECT文の 'ORDER BY'句を構成するために使用されます。

表 3-60に、SearchSortQualificationクラスで も使用頻度の高い定数とメソッドを示しま
す。

表表表表 3-59 SearchClauseの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッド

getLeftSearchQualification()

setLeftSearchQualification()

SearchClauseの左辺の条件を決定しま
す。

getOperatorType()

setOperatorType()

AND

OR

NOT

SearchClauseで条件の結合に使用する演
算子を決定します。

これらの定数は、句の演算子を表すため
に使用します。

getRightSearchQualification()

setRightSearchQualification()

SearchClauseの右辺の条件を決定しま
す。

表表表表 3-60 SearchSortQualificationの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッド

add() SearchSortSpecificationに 1つ以上のソート条件を
追加します。

getClassnames() 検索結果の順序付けに使用される属性のクラスを決
定します。
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Search
Oracle 9iFSの検索オブジェクト・モデルには、問合せの実行用にもう 1種類のオブジェクト
である Searchが用意されています。SearchSpecificationは、アセンブル後に新規 Searchの
作成に使用されます。次に、Searchが次の操作に使用されます。

� 検索条件の遅延バインド変数を渡します。

� 検索に使用する言語を指定します。

� 問合せを実行します。

� 結果を取得します。

Searchを実行すると、Oracle 9iFSでは SQL SELECT文が構成され、データベース・スキー
マに問い合せる複雑さが処理されます。これにより、情報検索をオブジェクト指向の方法で
構成でき、データベース内の様々な表に情報がどのように格納されるかを知る必要はありま
せん。SQL SELECT文の一部を明示的に指定するには、FreeFormQualificationオブジェク
トを使用します。

表 3-61に、Searchクラスで も使用頻度の高いメソッドを示します。

getAttributesNames() 検索結果の順序付けに使用される属性を決定しま
す。

getOrders()

ASCENDING

DESCENDING

属性に基づき、結果の順序として昇順または降順を
決定します。

これらの定数は、SearchSortSpecificationに指定さ
れた順序を表すために使用します。

表表表表 3-61 Searchの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

getSearchSpecification()

setSearchSpecification()

Searchの問合せ条件を保持する SearchSpecification
を決定します。

open() 遅延バインド変数を渡し、問合せを実行し、検索結
果へのカーソルをオープンします。

close() 検索のカーソルをクローズします。

next()
getItemCount()

検索結果を取得します。

表表表表 3-60 SearchSortQualificationの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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SearchResultsObject
Searchを実行すると、Oracle 9iFSは検索条件と一致する個々の情報について、ヒットした
結果の配列を戻します。ヒットした結果は、SearchSpecificationに指定したソート条件に
従って配列に格納されます。また、それぞれ配列内で SearchResultObjectで表されます。

SearchResultObjectを使用すると、ヒットした結果がある実際の情報オブジェクトを取り出
すことができます。この情報オブジェクトは LibraryObjectとして表されます。
LibraryObjectは、リポジトリに格納される情報の各部を表すために使用されます。戻され
る LibraryObjectは、SearchClassQualificationに指定されたコンテンツ・タイプの 1つであ
る必要があります。各 LibraryObjectは、情報のコンテンツ・タイプに関連する属性と内容
で構成されます。

SearchResultObjectから LibraryObjectを取り出すと、検索アプリケーションでは情報の属
性と内容を表示して操作でき、リポジトリから情報を取り出すために第 2のコールを行う必
要はありません。ただし、検索アプリケーションで関連情報（親フォルダの属性など）の表
示または操作が必要な場合は、第 2の操作を実行し、リポジトリから関連情報を取り出す必
要があります。

表 3-62に、SearchResultObjectクラスで も使用頻度の高いメソッドを示します。

情報の処理情報の処理情報の処理情報の処理
Oracle 9iFSには、リポジトリ内の情報についてサーバー側の処理を自動化できるように、3
つのクラス・パッケージが用意されています。 

� oracle.ifs.beans.parsersパッケージ

� oracle.ifs.server.renderersパッケージ

� oracle.ifs.management.domainパッケージ

パーサーパーサーパーサーパーサー
oracle.ifs.beans.parsersパッケージには、 Oracle 9iFSにインポートされる情報を前
処理するパーサーの構築用に、インタフェース・セットが用意されています。また、解析機
能を提供するインタフェースを実装するクラス・セットも組み込まれています。このインタ
フェースを実装するか、このパッケージ内のクラスを拡張して、カスタム・パーサーを構築
できます。

たとえば、IfsSimpleXmlParserクラスは、Oracle 9iFSに含まれている XMLファイルの解析
用パーサーを構成します。IfsSimpleXmlParserは、XMLファイルの入力ストリームを受け

表表表表 3-62 SearchResultObjectのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getLibraryObject() 検索でヒットした結果、つまり SearchResultObjectがあ
る LibraryObjectを戻します。
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取って解析し、そのコンポーネントの DOMツリーを生成してから、XMLファイルのス
キーマに対応するコンテンツ・タイプのインスタンスを作成します。 

パーサーの実装手順は、第 9章「カスタム・パーサーの作成」を参照してください。 

レンダラレンダラレンダラレンダラ
oracle.ifs.server.renderersパッケージには、パーサーとは逆に、Oracle 9iFSから
エクスポートされる情報を前処理するためのインタフェースとクラスが用意されています。
カスタム・レンダラを構築するには、そのインタフェースを実装する方法と、クラスを拡張
する方法があります。

たとえば、SimpleXmlRendererクラスでは、Oracle 9iFSに XMLレンダリング機能を提供す
る Rendererインタフェースが実装されます。SimpleXmlRendererは、コンテンツ・タイプ
のインスタンスを受け取って XMLファイルに変換します。

レンダラの実装手順は、第 11章「カスタム・レンダラの作成」を参照してください。

サーバーサーバーサーバーサーバー
oracle.ifs.management.domainパッケージには、サーバーを構築するためのインタ
フェースとクラスのセットが用意されています。サーバーにより、Oracle 9iFSで実行される
タスクが自動化されます。サーバーでは、これらのタスクを特定の時刻に開始するか、
Oracle 9iFSで特定のイベントが発生した時点で開始できます。

このパッケージ内の抽象クラス IfsServerは、Oracle 9iFSのすべてのサーバーの基本クラス
として機能します。IfsServerクラスは Serverインタフェースを実装するため、このクラス
を拡張するサーバーは Oracle 9iFS Server Managerで管理できます。

サーバーの実装手順は、第 13章「カスタム・サーバーの作成」を参照してください。
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Oracle Internet File Systemドキュメントの
4

Oracle Internet File Systemドキュメントのドキュメントのドキュメントのドキュメントの

作成作成作成作成

この章では、用意されている Documentクラスをプログラムで処理して、汎用 Documentオ
ブジェクトを作成する方法について説明します。標準 Documentのインスタンスの作成プロ
セスを理解すると、それに基づいてカスタマイズの概念を構築できます。

この章の内容は、次のとおりです。

� Oracle 9iFSリポジトリでのファイルの格納方法の概要

� Documentオブジェクトの作成手順の概要

� Documentオブジェクトの作成

� フォルダへのドキュメントの追加

� アプリケーション全体の検討
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Oracle 9iFSリポジトリでのファイルの格納方法の概要
Oracle 9iFSリポジトリでのファイルの格納方法の概要リポジトリでのファイルの格納方法の概要リポジトリでのファイルの格納方法の概要リポジトリでのファイルの格納方法の概要
この項では、Oracle9iデータベースでファイル情報を編成して格納する方法の概念の概要を
説明します。詳細の一部は簡略化されています。

ファイル・システムへのファイルの格納方法の概要ファイル・システムへのファイルの格納方法の概要ファイル・システムへのファイルの格納方法の概要ファイル・システムへのファイルの格納方法の概要
標準的なファイル・システムでは、ファイルは 2つの部分に格納されます。 ここでは、一般
的に普及している特定の実装、つまり、FATとも呼ばれる DOSファイル・システムについ
て説明します。メタデータ、つまりファイル属性は、File Allocation Table（FAT）に格納さ
れます。メタデータには、ファイル名、パス、作成日および変更日などがあります。ドキュ
メントの内容は、セクターと呼ばれるディスクの論理区画に格納されます。FATでは、ファ
イルのうち、再構成時にドキュメントの本体を構成するセクターの位置が追跡されます。図
4-1に、ローカル・ハード・ディスクに格納されているファイルを簡略化したものを示しま
す。

図図図図 4-1 ハード・ディスクに格納されているドキュメントハード・ディスクに格納されているドキュメントハード・ディスクに格納されているドキュメントハード・ディスクに格納されているドキュメント

Oracle 9iFSリポジトリでのファイルの格納方法の概要リポジトリでのファイルの格納方法の概要リポジトリでのファイルの格納方法の概要リポジトリでのファイルの格納方法の概要
Oracle 9iFSでは、メタデータとドキュメントの内容が別個に格納されます。メタデータは
Oracle 9iFSスキーマの複数の表に格納され、内容は表 ODMM_CONTENTSTOREにラージ・オ
ブジェクト（LOB）として格納されます。ドキュメントの一意 ID番号は、複数の表に格納
されている情報を結合して Documentオブジェクトを構成するために使用される外部キーで
す。図 4-2に、Oracle 9iFSリポジトリでのドキュメントの格納方法を示す概略図を示しま
す。
4-2 Oracle Internet File System開発者リファレンス



Oracle 9iFSリポジトリでのファイルの格納方法の概要
図図図図 4-2 Oracle 9iFSリポジトリに格納されているドキュメントリポジトリに格納されているドキュメントリポジトリに格納されているドキュメントリポジトリに格納されているドキュメント

表 4-1に、Documentのメタデータの格納に使用されるスキーマの表を示します。

表 ODM_PUBLICOBJECTおよび ODM_DOCUMENTは実際に FATの役割を果たし、表 ODM_
CONTENTOBJECTはドキュメントに関する情報、表 ODMM_CONTENTSTOREはドキュメント
の本体の格納に使用されます。

表表表表 4-1 Documentのメタデータの格納に使用される表のメタデータの格納に使用される表のメタデータの格納に使用される表のメタデータの格納に使用される表

表表表表 説明説明説明説明

ODM_
PUBLICOBJECT

この表には、フォルダに表示でき、エンド・ユーザーが直接変更できる
ファイルに共通する基本情報が格納されます。名前、 終変更日、作成
者、所有者などの属性が格納されます。

ODM_
DOCUMENT

PublicObjectの Documentサブクラスのみが、2つの追加属性を必要と
します。一方は ReadByOwnerで、ファイルが読み取られたことを示す
論理フラグです（主として電子メール・ドキュメントに使用されます）。
他方は ContentObjectで、表 ODMM_CONTENTSTOREに格納される
ドキュメント本体の ID番号です。

ODM_
CONTENTOBJECT

この表には、ドキュメントの形式と言語に関する情報が格納されていま
す。

ODMM_
CONTENTSTORE

この表には、ドキュメントの形式と言語に関する情報が格納され、ド
キュメント本体はバイナリ・ラージ・オブジェクト（Binary Large 
Object: BLOB）として格納されます。（実際には、内容の格納に使用さ
れる表は 2つあり、一方は索引付きデータ用の ODMM_
CONTENTSTOREで、他方は索引なしのデータ用の
ODMM_NONINDEXEDSTOREです。）
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Documentオブジェクトの作成手順の概要
この方法でドキュメントを格納すると、ドキュメントの内容に索引を付けて、リレーショナ
ル・データベースのフィールドとして問合せできます。索引付きデータがドキュメントとし
て取り扱われる時点（ファイルが Oracle 9iFSからローカル・ディスクにコピーされる場合
など）で、メタデータがローカル・ファイル・システムに送られ、ドキュメントのコンテン
ツ・オブジェクトがバイト・ストリームとして送られて、ドキュメントが再構成されます。

この処理はすべてエンド・ユーザーに対して透過的であり、データ操作によるオーバーヘッ
ドの対部分はアプリケーション開発者のために Oracle 9iFSで処理されます。この概要は、
システムでのドキュメント作成プロセスを理解しやすいように、画面の裏側における情報の
処理方法の概要を示すことを意図しています。

Documentオブジェクトの作成手順の概要オブジェクトの作成手順の概要オブジェクトの作成手順の概要オブジェクトの作成手順の概要
Oracle 9iFSでのドキュメントの格納方法を把握したところで、Oracle 9iFSリポジトリにド
キュメントをプログラムでロードする方法について説明します。Oracle 9iFSでドキュメント
を作成する手順は、実際には次の 4つに分かれています。

1. Oracle 9iFSサーバーへの接続を確立します。

2. 属性と内容を持つドキュメントのランタイム・バージョンである DocumentDefinition
を作成します。

3. DocumentDefinitionに基づいて、リポジトリに永続的な Documentオブジェクトを作
成します。

4. 新しい Documentをフォルダに入れます。

リポジトリへの接続リポジトリへの接続リポジトリへの接続リポジトリへの接続
Oracle 9iFSリポジトリ内で操作を行う前に、アプリケーションで Oracle 9iFSサーバーとの
接続 LibrarySessionを確立する必要があります。 初のステップは、実際には接続先サー
バーである LibraryServiceを表すオブジェクトをインスタンス化することです。次に、
LibraryServiceに有効な資格証明のセットを渡すと、LibraryServiceから新しい
LibrarySessionが戻されます。LibrarySessionは、現行の作業セッションに関する有効な情
報にアクセスするための便利なクラスで、Oracle 9iFSリポジトリ内で情報を変更するほとん
どのコマンドでパラメータとして使用されます。

例例例例 4-1 Oracle 9iFSサーバーへの接続の確立サーバーへの接続の確立サーバーへの接続の確立サーバーへの接続の確立

次に示すのは、Oracle 9iFSアプリケーションの骨格部分です。このプログラムでは、接続が
確立されてから切断されます。このクラスのコンストラクタは、4つの引数からなる配列を
受け入れます。 

package oracle.ifs.examples.documentation.connection;
import oracle.ifs.beans.LibraryService;
import oracle.ifs.beans.LibrarySession;
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import oracle.ifs.common.CleartextCredential;
import oracle.ifs.common.IfsException;

public class SimpleConnection 
{
  /*
   * Connect to the Oracle 9iFS server. The arguments (args) are 
   *   IfsService, IfsServicePassword, UserName, UserPassword.
   */
  public void static main (String[] args)
  {
    // Use the IfsService and IfsServicePassword to start the service.
    LibraryService service =
      LibraryService.startService(args[0], args[1]); 

    /*
     * Use the UserName and UserPassword to instantiate a 
     *   CleartextCredential object.
     */
    CleartextCredential cred = 
      new CleartextCredential(args[2], args[3]); 
    LibrarySession ifsSession = service.connect(cred, null);

    // This is the place where you insert the part of the 
    // program that actually does something.

    //Disconnect the session.
    session.disconnect();
  }
}

Documentオブジェクトの作成オブジェクトの作成オブジェクトの作成オブジェクトの作成
Oracle 9iFSでは、オブジェクトの作成ステップが 2段階に分かれています。 初のステップ
は、作成するオブジェクトの属性を定義するオブジェクト定義を作成することです。2番目
のステップでは、サーバー上でオブジェクトをインスタンス化します。これにより、Oracle 
9iFSリポジトリでは、個々のトランザクションで各属性を設定するのではなく、単一トラン
ザクションの結果としてオブジェクトを作成できます。 

DocumentDefinitionオブジェクトの作成オブジェクトの作成オブジェクトの作成オブジェクトの作成
DocumentDefinitionクラスのコンストラクタは、パラメータとして現行の LibrarySession
のみを必要とします。

たとえば、次のコード行は、前述の例で作成された LibrarySession sessionを使用して、
newDocDefという新規の DocumentDefinitionをインスタンス化しています。
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DocumentDefinition newDocDef = new DocumentDefinition(session);

DocumentDefinitionの設定の設定の設定の設定
DocumentDefinitionの作成後のステップは、その属性を移入することです。ただし、Java
で使用されるデータ型には、Oracle9iデータベースで使用されるデータ型との互換性が常に
あるとはかぎらないため、軽度な変換の問題があります。Oracle 9iFSのオブジェクトが他の
オブジェクトの属性として使用される場合があります。たとえば、Documentの所有者は
DirectoryUserオブジェクトの IDで識別されます。情報をフォーマットして Oracle 9iFSリ
ポジトリの特殊なニーズを処理するために、すべての属性はまず AttributeValueオブジェク
トとしてインスタンス化されます。AttributeValueオブジェクトはハンドラで、Javaの値を
Oracle 9iFSリポジトリに挿入できるようにフォーマットし、リポジトリに格納されている値
を Javaプログラムに戻す前にフォーマットします。

AttributeValueクラスには、各データ型を Oracle 9iFSに格納できる単一値または配列値とし
て受け入れるように、オーバーロードされているコンストラクタがあります。Javaアプリ
ケーションから DocumentDefinitionに値を挿入するには、 初にそれを AttributeValueと
してインスタンス化してから、setAttribute()メソッドの引数として使用します。

AttributeValueオブジェクトに使用可能なデータ型の詳細は、AttributeValueクラスの
Javadocを参照してください。

Documentオブジェクトの内容の設定は、異なる方法で処理されます。内容はメタデータで
はないため、Attributes表には格納されません。DocumentDefinition()クラスには、内
容を指定できるように複数のメソッドが用意されています。 も単純なケースは、Stringを
setContent()メソッドに直接渡すことですが、より一般的な方法は setContentPath()
メソッドを使用することです。このメソッドは、新規 Documentオブジェクトが内容を取り
込むローカル・ディスク上のファイルへのパスを、引数として取ります。

例例例例 4-2 DocumentDefinitionでの値の設定での値の設定での値の設定での値の設定

次のコード・フラグメントに、DocumentDefinitionの作成プロセス、つまり、新規
DocumentDefinitionをインスタンス化し、Documentの Nameおよび Content属性の
AttributeValueを設定するプロセスを示します。

DocumentDefinition newDocDef = DocumentDefinition(session);

newDocDef.setAttribute(PublicObject.NAME_ATTRIBUTE, 
  AttributeValue.newAttributeValue("HelloWorld.txt"));

newDocDef.setContent("Hello world.");
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Documentの作成の作成の作成の作成
DocumentDefinitionの作成後は、LibrarySession.createPublicObject()メソッド
を使用して、Documentオブジェクト自体を単一トランザクションで作成できます。すべて
の PublicObjectは、このメソッドを使用して作成されます。このメソッドに
DocumentDefinitionを渡すと、Oracle 9iFS APIでは作成対象となる特定タイプの
PublicObjectが Documentであることが認識されます。

例例例例 4-3 永続的な永続的な永続的な永続的な Documentオブジェクトの作成オブジェクトの作成オブジェクトの作成オブジェクトの作成

次のコード行では、例 4-2で作成した DocumentDefinitionに基づいて永続ドキュメントが
作成されます。作成されたドキュメントは、プログラムで参照してさらに処理できるよう
に、ランタイムの Documentオブジェクトとしてインスタンス化されます。

Document doc = (Document) ifsSession.createPublicObject(newDocDef);

フォルダへのドキュメントの追加フォルダへのドキュメントの追加フォルダへのドキュメントの追加フォルダへのドキュメントの追加
デフォルトでは、PublicObjectとそのサブクラスの新規インスタンスは、フォルダなしで作
成されます。ユーザーがディレクトリ・インタフェースを使用して Documentに移動できる
ように、新規ドキュメントは作成時にフォルダに入れる必要があります。

ファイル・システムでのドキュメントとフォルダの関係の表現の概要ファイル・システムでのドキュメントとフォルダの関係の表現の概要ファイル・システムでのドキュメントとフォルダの関係の表現の概要ファイル・システムでのドキュメントとフォルダの関係の表現の概要
標準的なファイル・システムでは、ドキュメントのパスは FAT内でその定義に埋め込まれて
います。たとえば、ファイル myDoc.txtがディレクトリ myFolderに格納されている場
合、FAT内のエントリは次のようになります。

¥myFolder¥myDoc.txt

ドキュメントの特定のインスタンスを参照するには、埋め込まれたパスを経由する必要があ
ります。ドキュメントの複数のコピーを他のディレクトリに置くこともできますが、それは
別個のドキュメントであり、オリジナルが更新されてもコピーは更新されません。

例えばMicrosoft Windowsでは、ドキュメントへのショートカットを作成できますが、
ショートカット自体はファイルの位置を指すためにのみ使用されるドキュメントです。ファ
イルが削除されてもショートカットは残りますが、何も指さなくなります。
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Oracle 9iFSでのドキュメントとフォルダの関係の表現の概要でのドキュメントとフォルダの関係の表現の概要でのドキュメントとフォルダの関係の表現の概要でのドキュメントとフォルダの関係の表現の概要
Oracle 9iFSでは、フォルダは PublicObjectです。実際には、Folderサブクラスは、
PublicObjectクラスが提供する属性のみを継承します。

ドキュメントとサブフォルダは、Relationshipオブジェクト（より限定的には、
Relationshipクラスから必要な属性を継承する FolderPathRelationship）を作成することで、
Folderオブジェクトに対応付けられます。Folder IDは Relationshipレコードに
LEFTOBJECTとして格納され、Document IDは RIGHTOBJECTとして格納されます。

図図図図 4-3 フォルダフォルダフォルダフォルダ /ドキュメントの関係ドキュメントの関係ドキュメントの関係ドキュメントの関係

Folderは、同じ方法で他の Folderオブジェクトと対応付けられます。親の IDは
LEFTOBJECTとして格納され、子の IDは RIGHTOBJECT列に格納されます。
4-8 Oracle Internet File System開発者リファレンス



フォルダへのドキュメントの追加
図図図図 4-4 フォルダフォルダフォルダフォルダ /サブフォルダの関係サブフォルダの関係サブフォルダの関係サブフォルダの関係

これにより、エンド・ユーザーは大きな柔軟性が得られます。同じドキュメントを複数の
フォルダに表示できますが、Oracle 9iFSに格納されるのは 1回のみです。すべてのフォルダ
は同じオブジェクトを指しているため、1箇所でドキュメントが更新されると、すべての箇
所で更新されます。親フォルダの 1つからファイルが削除されても、システムには残り、他
のすべての親フォルダには表示されます。ドキュメントが Oracle 9iFSリポジトリから削除
されるのは、そのドキュメントの全インスタンスがすべての親フォルダから削除された場合
のみです。
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図図図図 4-5 複数の親フォルダを持つドキュメント複数の親フォルダを持つドキュメント複数の親フォルダを持つドキュメント複数の親フォルダを持つドキュメント

Documentとととと Folderの対応付けの対応付けの対応付けの対応付け
Documentを Folderに対応付けるには、永続的な Folderオブジェクトをランタイム Javaオ
ブジェクトとしてインスタンス化し、Folder.addItem()メソッドを使用して Folderに
Documentオブジェクトを追加します。

例例例例 4-4 フォルダへのドキュメントの追加フォルダへのドキュメントの追加フォルダへのドキュメントの追加フォルダへのドキュメントの追加

次のコード・フラグメントでは、例 4-3で作成した Documentオブジェクトをユーザーの
homeフォルダに追加しています。

DirectoryUser thisUser = session.getDirectoryUser();
PrimaryUserProfile userProfile =
  ifsSession.getPrimaryUserProfile(thisUser);
Folder homeFolder = userProfile.getHomeFolder();
homeFolder.addItem(doc);
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アプリケーション全体の検討
アプリケーション全体の検討アプリケーション全体の検討アプリケーション全体の検討アプリケーション全体の検討
この章のサンプル・コードでは、Oracle 9iFSリポジトリで Documentオブジェクトを作成
するための各ステップを示しました。例 4-5「HelloWorld.java」に、アプリケーション全体
を示します。

例例例例 4-5 HelloWorld.java

package oracle.ifs.examples.documentation.helloworld;

// Class used to represent the current user at runtime
import oracle.ifs.beans.DirectoryUser;

// Class used to instantiate the Document object at runtime
import oracle.ifs.beans.Document;

// Class used to define the attributes of the new Document object
import oracle.ifs.beans.DocumentDefinition;

// Class used to represent a Folder object at runtime
import oracle.ifs.beans.Folder;

// Classes used to create the connection to the Oracle 9iFS server
import oracle.ifs.beans.LibraryService;
import oracle.ifs.beans.LibrarySession;

// Class used to access information about the current user; in this 
//  program, used to access the user's home folder.
import oracle.ifs.beans.PrimaryUserProfile;

// Class used to create the persistent Document object in the repostiory
import oracle.ifs.beans.PublicObject;

// Class used to hold the user's authentication information
import oracle.ifs.common.CleartextCredential;

// Class used to trap and report 9iFS specific exceptions
import oracle.ifs.common.IfsException;

import oracle.ifs.common.AttributeValue;

/* 
 *  HelloWorld class. This class demonstrates the steps needed to 
 *  connect to an instance of Oracle 9iFS, create a new document,
 *  insert the document in a folder, and disconnect from the Oracle
 *  9iFS server.
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 */

public class HelloWorld
{

  /*
   * Connect to the Oracle 9iFS server. The arguments are IfsService,
   * IfsServicePassword, UserName, UserPassword.
   */
  static public void main (String[] args) throws IfsException
  {
    // Start the LibraryService.
    LibraryService service =
      LibraryService.startService(args[0], args[1]); 

    // Create a CleartextCredential object with the user's login 
    //   information.
    CleartextCredential cred = 
      new CleartextCredential(args[2], args[3]); 

    // Connect using the Service and Credential information.
    LibrarySession ifsSession = service.connect(cred, null);

    // Instantiate an empty DocumentDefinition object.
    DocumentDefinition newDocDef = new DocumentDefinition(ifsSession);

    // Set the Name attribute for the new document.
    newDocDef.setAttribute(PublicObject.NAME_ATTRIBUTE,
      AttributeValue.newAttributeValue("HelloWorld.txt"));

    // Set the content of the new document.
    newDocDef.setContent("Hello world.");

    // Create the document in the Oracle 9iFS repository.
    Document doc = (Document) ifsSession.createPublicObject(newDocDef);

    // Begin the foldering process. First, instantiate a DirectoryUser
    //   object representing the current user.
    DirectoryUser thisUser = ifsSession.getDirectoryUser();

    // Get the PrimaryUserProfile information for the current user.
    PrimaryUserProfile userProfile =
      ifsSession.getPrimaryUserProfile(thisUser);

    // Instantiate a runtime representation of the user's home folder.
    Folder homeFolder = userProfile.getHomeFolder();
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    // Insert the new document to the user's home folder.
    homeFolder.addItem(doc);

    // Close the connection to Oracle 9iFS.
    ifsSession.disconnect();
  }
}

HelloWorld.javaアプリケーションの実行アプリケーションの実行アプリケーションの実行アプリケーションの実行
HelloWorld.javaアプリケーションを実行する手順は、次のとおりです。

1. 第 1章「Oracle Internet File System SDKスタート・ガイド」の説明に従って、開発環
境のセットアップを完了したことを確認します。

2. HelloWorld.javaをコンパイルします。

3. コンパイル後のパッケージ構造
/oracle/ifs/examples/documentation/helloworld/HelloWorld.classを、
$IFS_HOME/custom_classesディレクトリに置きます。

4. コマンドラインから次のコマンドを入力し、このクラスを実行します。

java oracle.ifs.examples.documentation.helloWorld.HelloWorld 
<userName> <password> <serviceName> <schemaPassWord>

5. ドキュメント HelloWorld.txtが、手順 4で userNameおよび userPassword引数で
識別した Oracle 9iFSユーザーのホーム・フォルダに表示されます。
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コンテンツ・タイプと属性の
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コンテンツ・タイプと属性の拡張コンテンツ・タイプと属性の拡張コンテンツ・タイプと属性の拡張コンテンツ・タイプと属性の拡張

この章では、Oracle 9iFSのコンテンツ・タイプの階層を拡張し、独自の型を持つ情報を管理
する方法について説明します。この章の内容は、次のとおりです。

� コンテンツ・タイプと属性の拡張の概要

� カスタム・コンテンツ・タイプおよび属性の実装

� サンプル・コード
拡張 5-1



コンテンツ・タイプと属性の拡張の概要
コンテンツ・タイプと属性の拡張の概要コンテンツ・タイプと属性の拡張の概要コンテンツ・タイプと属性の拡張の概要コンテンツ・タイプと属性の拡張の概要
Oracle Internet File System（Oracle 9iFS）でコンテンツ管理アプリケーションを構築する場
合に実行する も一般的なタスクは、独自の型を持つ情報を管理するように Oracle9iを構成
することです。Oracle 9iFSは、ドキュメント、フォルダ、ユーザーおよびグループなど、一
般的なタイプの情報を管理するように事前に構成されています。Oracle 9iFS SDKには、
Oracle 9iFSで管理される各タイプの情報の特性を定義するコンテンツ・タイプ階層が含まれ
ています。このコンテンツ・タイプ階層を簡単に拡張し、医療記録、保険料請求および設計
仕様など、他のタイプの情報について、Oracle 9iFSでの管理方法をカスタマイズできます。

カスタム・コンテンツ・タイプを実装する前に、少し時間をかけてコンテンツ・タイプ階層
を設計することが重要です。予想できる各種情報の管理方法について計画を立ててくださ
い。各コンテンツ・タイプの特性と、コンテンツ・タイプを階層形式で編成する方法を定義
します。この作業を行うと、より一貫して管理しやすいコンテンツ・タイプ階層を実装でき
ます。この作業を省いた場合は、計画外の情報のタイプに対応するために、後でコンテン
ツ・タイプ階層を変更するのが困難であることがわかります。属性を追加したり削除してコ
ンテンツ・タイプ階層を変更することもできますが、現在、Oracle 9iFSでは、階層内のコン
テンツ・タイプの再編成（変更など）や、属性のデータ型または制約の変更は許されていま
せん。この項では、コンテンツ・タイプ階層の設計方法について説明します。

カスタム・コンテンツ・タイプの特性の定義カスタム・コンテンツ・タイプの特性の定義カスタム・コンテンツ・タイプの特性の定義カスタム・コンテンツ・タイプの特性の定義
Oracle 9iFSのコンテンツ・タイプをカスタマイズする 初のステップは、管理する情報の特
性を定義することです。ビジネスで Oracle 9iFSに格納して管理する必要のある情報につい
て、例をすべて収集します。次に、共通する特性に従ってソートし、コンテンツ・タイプと
してグループ化します。次の特性を考慮してください。

� 属性属性属性属性。そのコンテンツ・タイプのすべてのインスタンスの構造の一部として格納される
メタデータです。たとえば、Imageコンテンツ・タイプには、幅、高さおよび色相な
ど、イメージの色または空間的な側面を記述する属性を持たせることができます。

� 動作動作動作動作。そのタイプの情報の操作に必要なメソッドです。たとえば、Imageコンテンツ・
タイプには、generateThumbnail()など、イメージを操作する特殊なメソッドが必
要な場合があります。

� 任意のメタデータ任意のメタデータ任意のメタデータ任意のメタデータ。様々なタイプの情報の特定インスタンスに任意に適用できるメタ
データです。たとえば、ドキュメント、フォルダおよびイメージを、ビジネスで生成す
る製品との関連性に従ってカテゴリ別に分類できます。また、ドキュメント、イメージ
およびフォルダを FTPクライアントに表示する方法についてポリシーを定義できます。

注意注意注意注意 : コンテンツ・タイプ階層の詳細と、SDKを使用してリポジトリ内
の情報を管理する方法は、第 3章「Java APIの概要」の「情報の管理」を
参照してください。
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� ファイル拡張子ファイル拡張子ファイル拡張子ファイル拡張子。特定のコンテンツ・タイプのインスタンスとして格納する必要がある
ファイルの拡張子です。たとえば、すべての .jpg、.bmpおよび .gifファイルを、Image
コンテンツ・タイプのインスタンスとして格納するように指定できます。

� パーサーパーサーパーサーパーサー。特定のコンテンツ・タイプのインスタンスを作成するためのファイルの解析
に使用されるパーサーです。たとえば、すべての .jpgファイルを 初にカスタム・パー
サーに渡して、Imageコンテンツ・タイプの属性値を抽出するように指定できます。

� JSP。 Oracle 9iFSのWebユーザー・インタフェースで特定のコンテンツ・タイプのイン
スタンスを表示するための JavaServer Pagesです。

� レンダラレンダラレンダラレンダラ。様々なクライアントやプロトコルから表示するときの、情報の形式とレイア
ウトを決定するためのレンダラです。たとえば、Engineering Specificationコンテンツ・
タイプを、SMBからアクセスされた場合は固有の形式で表示し、Webからアクセスさ
れた場合は HTMLで表示するように構成できます。

コンテンツ・タイプ階層の定義コンテンツ・タイプ階層の定義コンテンツ・タイプ階層の定義コンテンツ・タイプ階層の定義
カスタム・コンテンツ・タイプを定義する第 2のステップは、各コンテンツ・タイプがコン
テンツ・タイプ階層に適合する場合を評価することです。 

初に、共通する特性に従ってカスタム・コンテンツ・タイプを階層形式で編成します。一
部のコンテンツ・タイプが、より広範囲なコンテンツ・タイプに含まれる情報のサブセット
を表していることに気づく場合があります。広範囲なコンテンツ・タイプについて一度定義
した共通の特性は、階層内でそのタイプから派生するコンテンツ・タイプが継承できます。 

次に、カスタム・コンテンツ・タイプが、インストール時の Oracle 9iFSに含まれているコ
ンテンツ・タイプ階層にどのように適合するかを査定します。カスタムコンテンツ・タイプ
に対して定義する特性の多くは、すでに Documentまたは Folderコンテンツ・タイプが
持っている場合があります。たとえば、イメージのカスタム・コンテンツ・タイプには、
Formatや Sizeなどの属性と getContent()や setContent()などのメソッドが必要です
が、これらは Documentコンテンツ・タイプが持っています。 

次に、本来のコンテンツ・タイプを拡張するか、修正して、トップレベルのコンテンツ・タ
イプが持つ追加の特性を実装するかを決定します。Imageコンテンツ・タイプの場合、イ
メージはドキュメントのサブセットを表すため、Documentコンテンツ・タイプを拡張する
必要があります。Width、Heightおよび Color Depthなどの属性は、Oracle 9iFSに格納さ
れているすべてのドキュメントではなく、イメージに適用する必要があります。また、すべ
てのドキュメントに属性と動作を追加する必要が生じる場合もあります。たとえば、ドキュ
メント内でウィルスをスキャンするアプリケーションの場合は、正常であるか感染している
かを示すために、すべてのドキュメントに属性 InfectionStatusを追加する必要があります。
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カスタム・コンテンツ・タイプおよび属性の実装
カスタム・コンテンツ・タイプおよび属性の実装カスタム・コンテンツ・タイプおよび属性の実装カスタム・コンテンツ・タイプおよび属性の実装カスタム・コンテンツ・タイプおよび属性の実装
コンテンツ・タイプと、コンテンツ・タイプ階層への編成方法を定義した後に、各コンテン
ツ・タイプに対応付ける必要のあるファイルを認識し、それを解析してカスタム属性を格納
し、カスタム動作を実装し、様々なクライアントやプロトコルから表示されるときにレンダ
リングするように、Oracle 9iFSを構成できます。 

Oracle 9iFSのカスタマイズは、XMLの基礎知識があれば開始できます。この項では、次の
基本的な開発タスクの実行方法について説明します。

� 新規コンテンツ・タイプの作成

� 既存のコンテンツ・タイプへの属性の追加

� 既存の属性の変更

� コンテンツ・タイプからの属性の削除

� ファイル拡張子とコンテンツ・タイプの対応付け

� カスタム・コンテンツ・タイプの削除

前述の特性に加えて、各カスタム・コンテンツ・タイプは、それを拡張する本来のコンテン
ツ・タイプから動作、JSPの対応付けおよびレンダラの対応付けを継承します。したがって、
プログラミング・スキルがあまりなくても、Oracle 9iFSが本来持っているすべてのコンテン
ツ管理機能を活用して、独自の型を持つ情報を管理できます。

より高度なプログラミング・スキルを持っている場合は、動作方法、解析方法および表示方
法など、コンテンツ・タイプの他の特性をカスタマイズできます。 表 5-1「高度なコンテン
ツ・タイプ特性のカスタマイズ」に、コンテンツ・タイプの他の特性をカスタマイズするた
めの高度な開発タスクを示します。この種の開発タスクについては後述します。このような
他の特性の実装手順は、対応する章を参照してください。 

表表表表 5-1 高度なコンテンツ・タイプ特性のカスタマイズ高度なコンテンツ・タイプ特性のカスタマイズ高度なコンテンツ・タイプ特性のカスタマイズ高度なコンテンツ・タイプ特性のカスタマイズ

特性特性特性特性 開発タスク開発タスク開発タスク開発タスク 章章章章

動作 コンテンツ・タイプの動作を実装する Java
クラスのメソッドを追加し、オーバーライド
して、コンテンツ・タイプの動作をカスタマ
イズします。

第 17章「コンテンツ・
タイプの動作のカスタ
マイズ」

任意のメタデータと動
作

Category、PropertyBundle、
PolicyPropertyBundleおよび Relationshipを
使用して、各種コンテンツ・タイプとコンテ
ンツ・タイプ・インスタンスに任意のメタ
データと動作を適用します。

第 6章「任意のメタ
データと動作の適用」
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カスタム・コンテンツ・タイプおよび属性の実装
新規コンテンツ・タイプの作成新規コンテンツ・タイプの作成新規コンテンツ・タイプの作成新規コンテンツ・タイプの作成
新規コンテンツ・タイプを実装するには、そのコンテンツ・タイプを表す SchemaObjectの
セットを作成します。第 3章「Java APIの概要」で前述したように、各コンテンツ・タイプ
は 1つの ClassObjectと Attributeのセットで表されます。ClassObjectは、コンテンツ・タ
イプのインスタンスのデータが格納されるデータベース表や、コンテンツ・タイプの動作の
実装に使用される Javaクラスなど、コンテンツ・タイプに関する情報を保持します。コン
テンツ・タイプの各拡張属性は、Attributeのインスタンスで表されます。Attributeインス
タンスは、属性のデータ型、長さ、スケール、コンテンツ・タイプのインスタンスの属性値
を保持するデータベース表のフィールドなど、属性に関するメタデータを保持します。ま
た、Attributeインスタンスは、属性値に制約を適用するために ValueDefault、
ValueDomain、ClassDomainのうちのどれを使用するかを登録します。

コンテンツ・タイプを表す ClassObjectを作成する場合は、少なくともコンテンツ・タイプ
の Nameと SuperClass（階層内の派生元となるコンテンツ・タイプなど）を指定する必要
があります。拡張コンテンツ・タイプ属性を表す Attributeインスタンスを作成する場合は、
その属性の Nameおよび Datatypeを指定するのみで済みます。他のすべてのメタデータは、
Oracle 9iFSによりデフォルトで設定されます。デフォルトをオーバーライドする場合は、

パーサー 属性値が自動的に抽出され、カスタム・コン
テンツ・タイプがインスタンス化されるよう
に、カスタム・パーサーをファイル拡張子に
対応付けます。

第 9章「カスタム・
パーサーの作成」

JSP Oracle 9iFSのWebユーザー・インタフェー
スにコンテンツ・タイプ・インスタンスが自
動的に表示されるように、カスタム
JavaServer Pagesをコンテンツ・タイプに対
応付けます。

第 12章「Webインタ
フェースのカスタマイ
ズ」

レンダラ アプリケーションが内容を特定の表示クライ
アントに適した様々な形式やレイアウトに動
的に変換できるように、1つ以上のカスタ
ム・レンダラをコンテンツ・タイプに対応付
けます。

第 11章「カスタム・
レンダラの作成」

注意注意注意注意 : ClassObjectおよび Attributeで定義されるコンテンツ・タイプの
メタデータの詳細は、第 3章「Java APIの概要」または Oracle 9iFS 
Javadocを参照してください。ValueDefaults、ValueDomainおよび
ClassDomainの実装手順は、第 7章「属性の妥当性チェック」を参照して
ください。

表表表表 5-1 高度なコンテンツ・タイプ特性のカスタマイズ（続き）高度なコンテンツ・タイプ特性のカスタマイズ（続き）高度なコンテンツ・タイプ特性のカスタマイズ（続き）高度なコンテンツ・タイプ特性のカスタマイズ（続き）

特性特性特性特性 開発タスク開発タスク開発タスク開発タスク 章章章章
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カスタム・コンテンツ・タイプおよび属性の実装
ClassObjectインスタンスと Attributeインスタンスの値を同じ方法で明示的に設定できま
す。

新規コンテンツ・タイプを作成するには、管理権限が必要です。コンテンツ・タイプには、
そのインスタンスのデータを格納するデータベース表が対応付けられているため、新規コン
テンツ・タイプを作成するにはデータベース内で DDL操作が必要になります。Oracle 9iFS
のスキーマに対する DDL変更を許可されているのは、管理者のみです。

実装方法実装方法実装方法実装方法
Oracle 9iFS SDKでは、新規コンテンツ・タイプを表す SchemaObjectを複数の方法で作成で
きます。

� XML。Oracle 9iFSへのインポート時にコンテンツ・タイプを自動的に構成する XML構
成ファイルを作成します。

� Java。Oracle 9iFS Java API経由でコンテンツ・タイプをプログラムで構成します。

� Oracle 9iFS Manager。Graphical User Interface（GUI）を使用してコンテンツ・タイプ
を構成します。

以降は、XMLまたは Javaを使用して新規コンテンツ・タイプを実装する方法を、例を挙げ
て説明します。

XML構成ファイルの使用構成ファイルの使用構成ファイルの使用構成ファイルの使用
XML構成ファイルを使用すると、新規コンテンツ・タイプを実装でき、プログラミング・
スキルを必要としません。単純な XMLファイルを作成し、コンテンツ・タイプについて必
要な情報を含めることができます。この XMLファイルを Oracle 9iFSにインポートすると、
コンテンツ・タイプを表す ClassObjectおよび Attributeインスタンスが自動的に作成されま
す。XML構成ファイルのインポートに使用するユーザー・アカウントには、管理権限が必
要です。

SMB経由で XML構成ファイルをインポートする場合は、コンテンツ・タイプの構成時にエ
ラーが発生すると、Oracle 9iFSによりエラー・ログが生成されます。このログには XML構
成ファイルを示す名前が付けられ、XML構成ファイルのインポート先ディレクトリに置か
れます。Oracle 9iFSの XMLロギング機能により、コンテンツ・タイプが正常に構成された
かどうかを即時に判断できます。

XML構成ファイルを使用すると、Oracle 9iFSに対して行ったカスタマイズ内容を、後で、
または複数のシステム間で再生できます。構成ファイルを配置するときにエラーが発生した
場合は、ファイルを簡単に変更して再配置できます。また、XML構成ファイル・セットを

注意注意注意注意 : Oracle 9iFS Managerを使用して新規コンテンツ・タイプを作成す
る手順は、『Oracle Internet File Systemセットアップおよび管理ガイド』
を参照してください。
5-6 Oracle Internet File System開発者リファレンス



カスタム・コンテンツ・タイプおよび属性の実装
使用すると、同じコンテンツ・タイプ階層を持つ複数の Oracle 9iFSシステムをセットアッ
プできます。

例 5-1「XMLを使用した新規コンテンツ・タイプの構成」に、新規コンテンツ・タイプを構
成する XML構成ファイルを示します。コンテンツ・タイプ名は Imageです。Imageコンテ
ンツ・タイプは Documentを拡張します。Imageコンテンツ・タイプは 終的なものである
ため、他のコンテンツ・タイプでは拡張できません。また、Width、Heightおよび Artists
という 3つの属性を持っています。

例例例例 5-1 XMLを使用した新規コンテンツ・タイプの構成を使用した新規コンテンツ・タイプの構成を使用した新規コンテンツ・タイプの構成を使用した新規コンテンツ・タイプの構成

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CLASSOBJECT>
    <NAME>Image</NAME>   
    <SUPERCLASS RefType = "Name">Document</SUPERCLASS>  
    <DESCRIPTION>Image files</DESCRIPTION>
    <ABSTRACT>false</ABSTRACT>
    <FINAL>true</FINAL>
    <CLASSACL RefType = "Name">CustomClassACL</CLASSACL>
    <ATTRIBUTES>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>Width</NAME>
            <DATATYPE>Integer</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>Height</NAME>
            <DATATYPE>Integer</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>Artists</NAME>
            <DATATYPE>DirectoryObject_Array</DATATYPE>
            <CLASSDOMAIN RefType = "Name">DirectoryUser...</CLASSDOMAIN>
       </ATTRIBUTE>
    </ATTRIBUTES>
</CLASSOBJECT>

XML構成ファイルの各要素を使用して、コンテンツ・タイプの表示に使用される
ClassObjectおよび Attributeインスタンスの属性の値が指定されます。<CLASSDOMAIN>
要素の値など、Oracle 9iFS内の既存のオブジェクトを参照する属性値の場合は、RefType属
性を使用して要素の値によるオブジェクトの参照方法を指定します。
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カスタム・コンテンツ・タイプおよび属性の実装
表 5-2「コンテンツ・タイプを表す XML構成ファイルの要素」に、コンテンツ・タイプ構成
ファイルの各 XML要素を示します。この表は、Javaクラスとその要素に対応する Oracle 
9iFS Java APIの属性、各要素の使用方法および要素の有効な XML属性を示しています。

表表表表 5-2 コンテンツ・タイプを表すコンテンツ・タイプを表すコンテンツ・タイプを表すコンテンツ・タイプを表す XML構成ファイルの要素構成ファイルの要素構成ファイルの要素構成ファイルの要素

要素要素要素要素 クラス情報クラス情報クラス情報クラス情報 属性属性属性属性 使用方法使用方法使用方法使用方法

<CLASSOBJECT> ClassObjectクラス どのようなコンテンツ・タイプの場合も、
XML構成ファイルのルート要素は
<CLASSOBJECT>である必要があります。こ
の要素は、IfsSimpleXmlParserにより
ClassObjectクラスのインスタンスの作成に使
用されます。

<CLASSOBJECT>要素の副要素は、それぞれ
ClassObjectクラスの属性に直接対応します。
それぞれの副要素のタグ名は、ClassObject属
性の名前と一致する必要があります。
（ClassObject属性の詳細リストは、Oracle 
9iFS Javadocを参照してください）。

<NAME> ClassObjectクラスの
Name属性

XML構成ファイルでは、<NAME>要素の値
として新規 ClassObjectの名前を指定する必要
があります。

<SUPERCLASS> ClassObjectクラスの
SuperClass属性

RefType 新規 ClassObjectのスーパークラスは、
<SUPERCLASS>要素で指定します。要素の
RefType属性を使用してスーパークラスを名
前で参照するのが、 も便利な方法です。

<DESCRIPTION> ClassObjectクラスの
Description属性

新規 ClassObjectの記述を <DESCRIPTION>
要素で指定できます。

<BEANCLASSPATH> ClassObjectクラスの
BeansClassPath属性

<BEANSCLASSPATH>要素を使用して、この
ClassObjectのインスタンスを SDKで表示し
て管理するための、Bean側 Javaクラスの完全
修飾クラス名を指定します。この要素の詳細
は、第 17章「コンテンツ・タイプの動作のカ
スタマイズ」を参照してください。

<SERVERCLASSPATH> ClassObjectクラスの
ServerClassPath属性

<SERVERCLASSPATH>要素を使用して、こ
の ClassObjectのインスタンスを表示して管理
するための、サーバー側 Javaクラスの完全修
飾クラス名を指定します。この要素の詳細は、
第 17章「コンテンツ・タイプの動作のカスタ
マイズ」を参照してください。
5-8 Oracle Internet File System開発者リファレンス



カスタム・コンテンツ・タイプおよび属性の実装
<DATABASEOBJECTNAME> ClassObjectクラスの
DatabaseObjectName
属性

ClassObjectのインスタンス・データの格納に
使用するデータベース・オブジェクトのカス
タム・ベース名を指定できます。指定しない
場合、デフォルトでデータベース・オブジェ
クトのベース名は ClassObjectの名前になりま
す。

ClassObjectの Nameが 25文字以上の場合は、
DatabaseObjectNameの値を指定する必要があ
ります。

<FINAL> ClassObjectクラスの
Final属性

<FINAL>要素を 'true'または 'false'に設定し
て、このコンテンツ・タイプを他のコンテン
ツ・タイプで拡張できるかどうかを指定でき
ます。

<ABSTRACT> ClassObjectクラスの
Abstract属性

<ABSTRACT>要素を 'false'または 'true'に設
定して、コンテンツ・タイプをインスタンス
化できるか、または派生コンテンツ・タイプ
の共通特性を定義する抽象クラスとしてのみ
機能するかを指定できます。

<PARTITIONED> ClassObjectクラスの
Partitioned属性

<PARTITIONED>要素を 'true'または 'false'
に設定して、ClassObjectのデータベース表が
パーティション化されるかどうかを指定でき
ます。

<CLASSACL> ClassObjectクラスの
ClassACL属性

新規クラスの ClassAccessControlListでは、ク
ラスをインスタンス化できるユーザーやグ
ループを定義します。新規クラスの ClassACL
を定義するには、XML構成ファイルで
<CLASSOBJECT>の <CLASSACL>要素を定
義します。この要素を定義しない場合は、デ
フォルトですべてのユーザーがクラスをイン
スタンス化できます。

ClassACLの構成方法の詳細は、第 15章「セ
キュリティ」を参照してください。

表表表表 5-2 コンテンツ・タイプを表すコンテンツ・タイプを表すコンテンツ・タイプを表すコンテンツ・タイプを表す XML構成ファイルの要素（続き）構成ファイルの要素（続き）構成ファイルの要素（続き）構成ファイルの要素（続き）

要素要素要素要素 クラス情報クラス情報クラス情報クラス情報 属性属性属性属性 使用方法使用方法使用方法使用方法
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<ATTRIBUTES> ClassObjectクラスの
属性との直接の対応
関係はなし

新規 ClassObjectの属性は、<ATTRIBUTES>
配列に埋め込まれます。この配列の各要素は
属性の宣言です。

<ATTRIBUTES>要素は、ClassObject クラス
の属性とは直接対応しません。ClassObjectと
その Attributeオブジェクトとの関係は、
Attributeクラスの Class属性により追跡され
ます。

XML構成ファイルを処理するときに、
IfsSimpleXMLParserでは <ATTRIBUTES>配
列内で宣言されている属性ごとに Attributeク
ラスのインスタンスが作成されます。

<ATTRIBUTE> Attributeクラスが
SchemaObjectを拡張

新規コンテンツ・タイプの属性は、それぞれ
<ATTRIBUTE>要素で宣言されます。
<ATTRIBUTE>要素では、データ型や制約な
ど、属性に関するメタデータが定義されます。

<NAME> Attributeクラスの
Name属性

各 <ATTRIBUTE>宣言では、<NAME>要素
で属性の名前が指定されます。

<DATATYPE> Attributeクラスの
DataType属性

属性のデータ型は、<DATATYPE>要素内で指
定します。 データ型には、STRING、
INTEGER、LONG、DOUBLE、BOOLEAN、
DATE、ObjectReference、PublicObject、
DirectoryObject、SystemObject、
SchemaObject、String_Array、Integer_Array、
Long_Array、Double_Array、
Boolean_Array、Date_Array、
ObjectReference_Array、PublicObject_Array、
DirectoryObject_Array、SystemObject_Array、
SchemaObject_Arrayのいずれかを指定できま
す。

<DATALENGTH> Attributeクラスの
DataLength属性

String属性の値の 大長です。

<UNIQUE> Attributeクラスの
Unique属性

<UNIQUE>要素を使用して、ClassObjectの
各インスタンスがこの属性に必ず一意の値を
持つように（NULLでない場合）指定できま
す。

<REQUIRED> Attributeクラスの
Required属性

<REQUIRED>要素を使用して、ClassObject
の各インスタンスがこの属性に必ず NULL以
外の値を持つように指定できます。

表表表表 5-2 コンテンツ・タイプを表すコンテンツ・タイプを表すコンテンツ・タイプを表すコンテンツ・タイプを表す XML構成ファイルの要素（続き）構成ファイルの要素（続き）構成ファイルの要素（続き）構成ファイルの要素（続き）

要素要素要素要素 クラス情報クラス情報クラス情報クラス情報 属性属性属性属性 使用方法使用方法使用方法使用方法
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<INDEXED> Attributeクラスの
Indexed属性

<INDEXED>要素を使用して、この
ClassObjectのデータを格納するデータベース
表に、この属性用の索引を作成する必要があ
るかどうかを指定できます。

<SETTABLE> Attributeクラスの
Settable属性

<SETTABLE>要素を使用して、ClassObjectの
新規インスタンスを作成するときに、リポジ
トリ SDKを使用してこの属性を設定できるか
どうかを指定できます。設定できない属性は、
サーバー拡張コードによる「システム設定」
のみです。

<UPDATABLE> Attributeクラスの
Updatable属性

<UPDATABLE>要素を使用して、既存の
ClassObjectインスタンスについて、リポジト
リ SDKを使用してこの属性を更新できるかど
うかを指定できます。更新できない属性の値
は、サーバー拡張コードでのみ設定できます。
また、更新できない属性は、「システム設定」
属性とも呼ばれます。

<DATABASEOBJECTNAME> Attributeクラスの
DatabaseObjectName

ClassObjectについて、この属性の値をデータ
ベース表に格納するために使用する列のカス
タム・ベース名を指定できます。

指定しない場合は、デフォルトでデータベー
ス・オブジェクトのベース名はこの属性の名
前になります。

Attributeの Nameが 31文字以上の場合、ま
たは SQLの予約語（’table’など）と同じ場合
は、DatabaseObjectNameを指定する必要があ
ります。

<CLASSDOMAIN> Attributeクラスの
ClassDomain属性

<CLASSDOMAIN>要素を使用して、この属
性に適用される ClassDomainを指定できます。

ClassDomainを使用できるのは、オブジェク
ト・データ型（つまり、PublicObject、
SystemObject、SchemaObject、
DirectoryObject、PublicObject_Array、
SystemObject_Array、SchemaObject_Array、
DirectoryObject_Array）を持つ属性の場合の
みです。ClassDomainは、属性の値を指定さ
れたクラスのインスタンスに制限します。 
ClassDomainの構成手順は、第 7章「属性の
妥当性チェック」を参照してください。

表表表表 5-2 コンテンツ・タイプを表すコンテンツ・タイプを表すコンテンツ・タイプを表すコンテンツ・タイプを表す XML構成ファイルの要素（続き）構成ファイルの要素（続き）構成ファイルの要素（続き）構成ファイルの要素（続き）

要素要素要素要素 クラス情報クラス情報クラス情報クラス情報 属性属性属性属性 使用方法使用方法使用方法使用方法
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Java APIの使用の使用の使用の使用
Oracle 9iFS Java APIを使用して、新規コンテンツ・タイプをプログラムで構成できます。 

Javaは、カスタム・アプリケーション用の Javaインストール・ユーティリティを提供する
必要がある場合に、コンテンツ・タイプの構成に役立ちます。たとえば、独立系ソフトウェ
ア・ベンダー（ISV）が、Oracle 9iFSのコンテンツ・タイプ階層を拡張して自社のテクノロ
ジを統合するとします。ISVは、顧客が事前にインストールされた Oracle Internet File 
Systemに自社ソフトウェアとカスタム・コンテンツ・タイプをインストールできるように、
インストール・ユーティリティを組み込む必要があります。また、別の例として、管理者が
コンテンツ・タイプ階層を拡張できるように、JSPベースのユーザー・インタフェースを構
築できます。JSPの JavaBeansでは、Oracle 9iFS Java APIをコールして ClassObjectおよび
Attributeを動的に構成できます。

Javaを使用してコンテンツ・タイプを構成すると、構成プロセスを厳密に制御できます。た
とえば、属性 Productsを持つカスタム・コンテンツ・タイプ PurchaseOrderを作成し、こ
の属性に ClassDomainで制約を適用し、別のカスタム・コンテンツ・タイプ Productのイ
ンスタンスに限定するとします。両方のコンテンツ・タイプおよび ClassDomainを 1回の
操作で作成し、三者間の参照整合性を保証できます。

Java APIを使用してコンテンツ・タイプを構成するには、Javaプログラムで次の手順を実行
します。

1. 管理モードを有効化します。

2. コンテンツ・タイプの ClassObjectDefinitionを構成します。

<VALUEDOMAIN> Attributeクラスの
ValueDomain属性

<VALUEDOMAIN>要素を使用して、この属
性に適用される ValueDomainを指定できま
す。

ValueDomainは、Attributeの値を可能な値の
列挙リストまたは範囲に制限します。 
ValueDomainの構成手順は、第 7章「属性の
妥当性チェック」を参照してください。 

<VALUEDEFAULT> Attributeクラスの
ValueDefault属性

<VALUEDEFAULT>要素を使用して、この属
性のデフォルト値を指定できます。
ValueDefaultの構成手順は、第 7章「属性の
妥当性チェック」を参照してください。

<REFERENTIALINTEGRITYRU
LE>

Attributeクラスの
ReferentialIntegrity
Rule属性

<REFERENTIALINTEGRITYRULE>要素を使
用して、この属性の参照整合性動作を指定で
きます。考えられる値は 0（ゼロ）と 1で、そ
れぞれ値定数 RIRULE_CLEARおよび
RIRULE_RESTRICTの整数表現です。

表表表表 5-2 コンテンツ・タイプを表すコンテンツ・タイプを表すコンテンツ・タイプを表すコンテンツ・タイプを表す XML構成ファイルの要素（続き）構成ファイルの要素（続き）構成ファイルの要素（続き）構成ファイルの要素（続き）

要素要素要素要素 クラス情報クラス情報クラス情報クラス情報 属性属性属性属性 使用方法使用方法使用方法使用方法
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3. ClassObjectDefinitionの SuperClass属性に拡張されるコンテンツ・タイプを指定しま
す。

4. コンテンツ・タイプの各属性の AttributeDefinitionを構成します。

5. ClassObjectDefinitionを LibrarySessionに渡して、Oracle 9iFS内のコンテンツ・タイプ
を表す ClassObjectおよび Attributeインスタンスを作成します。

例例例例 5-2 Javaを使用した新規コンテンツ・タイプの構成を使用した新規コンテンツ・タイプの構成を使用した新規コンテンツ・タイプの構成を使用した新規コンテンツ・タイプの構成

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. 新規 ClassObjectの値を保持する ClassObjectDefinitionを作成します。Nameおよび
Description属性を設定します。

ClassObjectDefinition codef = new ClassObjectDefinition(session);
codef.setAttributeByUpperCaseName(ClassObject.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("IMAGE"));
codef.setAttributeByUpperCaseName(ClassObject.DESCRIPTION_ATTRIBUTE,
       AttributeValue.newAttributeValue("Image files"));

3. 拡張するコンテンツ・タイプを指定します。

ClassObject superClass = session.getClassObjectByName("DOCUMENT");
codef.setSuperclass(superClass);

4. 新規コンテンツ・タイプの各拡張属性を表す AttributeDefinitionを作成します。
AttributeDefinitionを ClassObjectDefinitionに追加します。

AttributeDefinition adef1 = new AttributeDefinition(session);
adef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("Height")); 
adef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DESCRIPTION_ATTRIBUTE, 
     AttributeValue.newAttributeValue("Image Height"));
adef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DATATYPE_ATTRIBUTE,
     AttributeValue.newAttributeValue(Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_INTEGER));
adef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.REQUIRED_ATTRIBUTE,  
             AttributeValue.newAttributeValue(false));
codef.addAttributeDefinition(adef1);

AttributeDefinition adef2 = new AttributeDefinition(session);
adef2.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("Width")); 
adef2.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DESCRIPTION_ATTRIBUTE, 
     AttributeValue.newAttributeValue("Image Width"));
adef2.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DATATYPE_ATTRIBUTE,
     AttributeValue.newAttributeValue(Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_INTEGER));
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adef2.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.REQUIRED_ATTRIBUTE,  
             AttributeValue.newAttributeValue(false));
codef.addAttributeDefinition(adef2);

5. ClassObjectDefinitionを LibrarySessionに渡して、コンテンツ・タイプの ClassObject
および Attributeインスタンスを作成します。

ClassObject classObj = (ClassObject) session.createSchemaObject(codef);

既存のコンテンツ・タイプへの属性の追加既存のコンテンツ・タイプへの属性の追加既存のコンテンツ・タイプへの属性の追加既存のコンテンツ・タイプへの属性の追加
Oracle 9iFSでは、作成したコンテンツ・タイプの属性を追加または変更することもできま
す。 

定義したカスタム・コンテンツ・タイプの 1つについて、さらに属性が必要であることが後
で判明することがあります。また、Oracle 9iFSに付属の Documentおよび Folderコンテン
ツ・タイプに、カスタム属性を追加する必要が生じることもあります。コンテンツ・タイプ
には、いつでも属性を追加できます。

既存のコンテンツ・タイプに属性を追加する場合、新規属性を必須属性にすることはできま
せん。必須属性は、その属性値に NULLを使用できないことを示します。この場合、Oracle 
9iFSでは、そのコンテンツ・タイプの既存のインスタンスについて、その属性の値を NULL
に設定できなくなります。

「新規コンテンツ・タイプの作成」で説明したように、Oracle 9iFSでは、すべてのコンテン
ツ・タイプは ClassObjectのインスタンスで表され、その各属性は Attributeのインスタンス
で表されます。追加の属性を表す新規 Attributeインスタンスを作成して、既存のコンテン
ツ・タイプの ClassObjectインスタンスに対応付けることができます。

実装方法実装方法実装方法実装方法
Oracle 9iFS SDKでは、次の 2つの方法で既存のコンテンツ・タイプに属性を追加できます。

� Java。Oracle 9iFS Java APIを使用してコンテンツ・タイプをプログラムで構成します。

� Oracle 9iFS Manager。GUIを使用してコンテンツ・タイプを構成します。

Java APIを使用してコンテンツ・タイプに属性を追加するには、Javaプログラムで次の手順
を実行します。

1. セッションの管理モードを有効化します。

2. コンテンツ・タイプを表す ClassObjectを取得します。

注意注意注意注意 : Oracle 9iFS Managerの使用手順は、『Oracle Internet File System
セットアップおよび管理ガイド』を参照してください。
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3. 新規属性の AttributeDefinitionを作成します。

4. AttributeDefinitionを ClassObjectの addAttribute()メソッドに渡して新規
Attributeインスタンスを作成し、ClassObjectインスタンスに対応付けます。

例例例例 5-3 Javaを使用したコンテンツ・タイプへの属性の追加を使用したコンテンツ・タイプへの属性の追加を使用したコンテンツ・タイプへの属性の追加を使用したコンテンツ・タイプへの属性の追加

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. ClassObjectを取得します。

ClassObject co = session.getClassObjectByName("IMAGE");

3. AttributeDefinitionを作成します。

AttributeDefinition attdef = new AttributeDefinition(session);
attdef.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("Artists"));
attdef.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DATATYPE_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue(
            Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_DIRECTORYOBJECT_ARRAY));

4. Attributeを ClassObjectに追加します。

co.addAttribute(attdef);

既存の属性の変更既存の属性の変更既存の属性の変更既存の属性の変更
Oracle 9iFSでは、XMLまたは Javaを使用して、コンテンツ・タイプの既存の属性を変更で
きます。たとえば、属性の参照整合性ルールを指定するのを忘れる場合があります。また、
新規の ValueDefault、ValueDomainまたは ClassDomainを作成し、それを Oracle 9iFSの
既存の複数の属性に適用することが必要となる場合があります。 

属性を変更できるのは、変更結果がすでに作成済みのコンテンツ・タイプのインスタンスと
矛盾しない場合のみです。また、属性の変更を、その属性の値の格納に使用される基礎とな
るデータベース列に反映させることはできません。したがって、Oracle 9iFSで属性を作成し
た後は、その Name、DatabaseObjectNameまたは Datatypeは変更できません。

XMLを使用した属性の更新を使用した属性の更新を使用した属性の更新を使用した属性の更新
XMLを使用して ClassObjectを更新できるのと同様に、属性を更新する XML構成ファイル
を作成できます。この場合、<ATTRIBUTE>要素には、更新対象の属性を参照するための
<UPDATE>副要素が含まれます。 <ATTRIBUTE>指定には更新後の参照整合性ルールを表
す副要素が含まれますが、属性について変化しないメタデータ（データ型、長さなど）の副
要素を含める必要はありません。
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例 5-4に、XMLを使用してコンテンツ・タイプの属性を更新する方法を示します。XML構
成ファイルでは、Imageコンテンツ・タイプの Artists属性を更新し、イメージのアーティ
ストとして指定された場合に、DirectoryUsersの削除を制限する参照整合性ルールを適用し
ます。

例例例例 5-4 XMLを使用したコンテンツ・タイプの属性の更新を使用したコンテンツ・タイプの属性の更新を使用したコンテンツ・タイプの属性の更新を使用したコンテンツ・タイプの属性の更新

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CLASSOBJECT>
    <UPDATE RefType = "Name">Image</UPDATE>   
    <ATTRIBUTES>
        <ATTRIBUTE>
            <UPDATE RefType = "Name">ARTISTS</UPDATE>
            <REFERENTIALINTEGRITYRULE>1</REFERENTIALINTEGRITYRULE>
        </ATTRIBUTE>
    </ATTRIBUTES>
</CLASSOBJECT>

Javaを使用した属性の更新を使用した属性の更新を使用した属性の更新を使用した属性の更新
Oracle 9iFS Java APIを使用して、属性をプログラムで変更できます。この方法が役立つの
は、管理者にコンテンツ・タイプの構成変更用のカスタム・ユーザー・インタフェースを提
供する必要がある場合です。たとえば、ユーザーが新規の ValueDomain、ClassDomainお
よび ValueDefaultを作成してコンテンツ・タイプの属性に適用できるように、JSPベースの
クライアントを作成できます。

Java APIを使用してコンテンツ・タイプの属性を更新するには、Javaプログラムで次の手順
を実行します。

1. セッションの管理モードを有効化します。

2. コンテンツ・タイプの属性を表す Attributeインスタンスを取得します。

3. Attributeの更新に適したメソッド（つまり、setClassDomain()、
setValueDomain()、setValueDefault()、
setReferentialIntegrityRule()）をコールします。

属性の更新に使用するメソッドの詳細リストは、Oracle 9iFS Javadocを参照してください。

注意注意注意注意 : Attributeを名前で参照する場合は、値を大文字にする必要があり
ます（<UPDATE RefType = "Name">ARTISTS</UPDATE>など）。
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例例例例 5-5 Javaを使用したコンテンツ・タイプの属性の更新を使用したコンテンツ・タイプの属性の更新を使用したコンテンツ・タイプの属性の更新を使用したコンテンツ・タイプの属性の更新

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. コンテンツ・タイプを表す ClassObjectを取得します。

ClassObject co = session.getClassObjectByName("IMAGE");

3. Attributeインスタンスを取得します。

Attribute att = co.getEffectiveClassAttributes("ARTISTS");

4. 適切なメソッドをコールして Attributeを更新します。

att.setReferentialIntegrityRule(Attribute.RIRULE_RESTRICT);

コンテンツ・タイプからの属性の削除コンテンツ・タイプからの属性の削除コンテンツ・タイプからの属性の削除コンテンツ・タイプからの属性の削除
作成後のコンテンツ・タイプから属性を削除することもできます。削除できるのは、拡張属
性のみです。Oracle 9iFSのコンテンツ・タイプの属性（Documentなど）は、どの実装方法
でも削除できません。

実装方法実装方法実装方法実装方法
Oracle 9iFS SDKでサポートされている次の 2つのプログラミング方法を使用して、属性を
削除できます。

� Java。。。。 Oracle 9iFS Java APIを使用して属性をプログラムで削除します。

� Oracle 9iFS Manager。。。。 GUIを使用して属性を削除します。

このリリースの Oracle Internet File Systemでは、属性の削除方法としての XMLはサポート
されません。コンテンツ・タイプのインスタンスが存在する場合、属性の削除には Oracle 
9iFS Managerを使用できません。その場合は、Java APIを使用して、属性の削除がコンテ
ンツ・タイプのインスタンスに与える影響を処理します。

コンテンツ・タイプから属性を削除するには、Javaプログラムで次の手順を実行します。

1. 管理モードを有効化します。

2. 属性を削除するコンテンツ・タイプを表す ClassObjectインスタンスを取得します。

注意注意注意注意 : Oracle 9iFS Managerの使用手順は、『Oracle Internet File System
セットアップおよび管理ガイド』を参照してください。
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3. ClassObjectの getAttributeFromLabel()メソッドをコールして、削除する
Attributeインスタンスを取得します。

4. Attributeを ClassObjectの removeAttribute()メソッドに渡して、その属性を削除
します。

例例例例 5-6 Javaを使用したコンテンツ・タイプからの属性の削除を使用したコンテンツ・タイプからの属性の削除を使用したコンテンツ・タイプからの属性の削除を使用したコンテンツ・タイプからの属性の削除

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. コンテンツ・タイプを表す ClassObjectを取得します。

ClassObject co = session.getClassObjectByName("IMAGE");

3. ClassObjectから削除する Attributeを取得します。

Attribute att = co.getEffectiveClassAttributes("ARTISTS");

4. Attributeを ClassObjectから削除します。

co.removeAttribute(att);

ファイル拡張子とコンテンツ・タイプの対応付けファイル拡張子とコンテンツ・タイプの対応付けファイル拡張子とコンテンツ・タイプの対応付けファイル拡張子とコンテンツ・タイプの対応付け
デフォルトでは、すべてのファイルは Oracle 9iFSにより Documentコンテンツ・タイプの
インスタンスとして格納されます。ただし、特定のファイル拡張子を持つファイルをカスタ
ム・コンテンツ・タイプのインスタンスとしてインポートするように、Oracle 9iFSを構成で
きます。たとえば、Width、Heightおよび Color Depthなどのカスタム属性を格納したり、
generateThumbnail()などのカスタム動作を適用できるように、.jpg、.bmpおよび .gif
ファイルを Imageコンテンツ・タイプのインスタンスとして格納できます。エンド・ユー
ザーは標準的なプロトコルとデスクトップ・クライアントを使用して .jpg、.bmpおよび .gif
ファイルを操作する間に、Oracle 9iFSではそれを Imageコンテンツ・タイプのインスタン
スとして透過的に格納できます。これにより、ユーザーは実装されているその他の特性を活
用できます。

ClassSelectionParser
Oracle 9iFSのこの機能は、ClassSelectionParserとともに実装されます。
ClassSelectionParserは、特定のファイル拡張子に対応付けられているコンテンツ・タイプ
を判断する特殊なパーサーです。

ファイルがリポジトリにインポートされると、Oracle 9iFSでは、まずファイルの拡張子が、
そのファイルの前処理に使用する必要のあるパーサーと対応付けられているかどうかが判断
されます。ファイル拡張子とパーサー間のマッピングは、
ParserLookupByFileExtensionという ValueDefault経由で Oracle 9iFSによりアクセス
される PropertyBundleに格納されています。PropertyBundleは、登録対象となるファイル
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拡張子ごとに 1つずつ、複数の Propertyオブジェクトからなる配列で構成されます。各
Propertyには、マッピングが名前 /値のペアとして格納されます。

� Nameには、ファイル拡張子（.gifなど）が格納されます。

� Valueには、パーサーの完全修飾パス
（oracle.ifs.beans.parsers.ClassSelectionParserなど）が格納されます。

ファイルの拡張子が ClassSelectionParserに対応付けられている場合は、Oracle 9iFSではそ
のパーサーを使用して、ファイルでインスタンス化する必要のあるコンテンツ・タイプが判
断されます。ファイル拡張子とコンテンツ・タイプとのマッピングは、
IFS.PARSER.ObjectTypeLookupByFileExtensionという ValueDefault経由でアクセ
スされる PropertyBundleに格納されます。PropertyBundleは、各マッピングを名前 /値の
ペアとして格納する Propertyの配列で構成されます。

� Nameには、ファイル拡張子（.gifなど）が格納されます。

� Valueにはコンテンツ・タイプ名（Imageなど）が格納されます。

コンテンツ・タイプの確認後に、ClassSelectionParserはファイルをそのコンテンツ・タイ
プのインスタンスとして格納します。インスタンスの作成時に、ClassSelectionParserはそ
のコンテンツ・タイプのすべての必須属性の値を指定できる必要があります。必須属性がな
い場合、ClassSelectionParserはコンテンツ・タイプのインスタンスを作成します。このイ
ンスタンスにはファイルの内容が格納され、Documentクラスから継承したシステム設定属
性（Owner、CreateDate、Modification Dateなど）を自動的に提供します。ただし、カスタ
ム属性が必須で、ValueDefaultを持っていない場合、ClassSelectionParserはその属性の値
を与えることができず、コンテンツ・タイプを正常にインスタンス化できません。その場合
は、カスタム・パーサーを実装し、コンテンツ・タイプをインスタンス化する前に、ファイ
ルから必須属性の値を抽出する必要があります。

デフォルト・マッピングデフォルト・マッピングデフォルト・マッピングデフォルト・マッピング
明示的なマッピングを持たないすべてのファイル拡張子について、デフォルトのコンテン
ツ・タイプを定義できます。たとえば、jpg、bmpおよび gif拡張子は Imageコンテンツ・
タイプに明示的にマップされていますが、他のすべての拡張子はコンテンツ・タイプ
Documentではなく ProjectFileにマップする必要があります。このマッピングを実装するに
は、デフォルトのコンテンツ・タイプをアスタリスクとマップします。
ParserLookupByFileExtensionの PropertyBundleには、Name = '*'および Value = 
'oracle.ifs.beans.parsers.ClassSelectionParser'の Propertyが含まれ、
IFS.PARSER.ObjectTypeLookupByFileExtensionの PropertyBundleには、Name = 
'*'および Value = 'ProjectFile'の Propertyが含まれています。ClassSelectionParserにより使
用クラスが判断されるときには、特定のマッピングがアスタリスクより優先されます。

注意注意注意注意 : カスタム・パーサーの実装手順は、第 9章「カスタム・パーサー
の作成」を参照してください。
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実装方法実装方法実装方法実装方法
Oracle 9iFS SDKには、ファイル拡張子をコンテンツ・タイプと対応付けるために、様々な
メソッドが用意されています。

� XML。Oracle 9iFSへのインポート時にマッピングを自動的に作成するように、XML
ファイルを作成します。

� Java。Oracle 9iFS Java APIを使用して、ファイル拡張子をコンテンツ・タイプとプログ
ラムでマップします。

� Oracle 9iFS Manager。GUIを使用してマッピングを作成します。

以降は、XMLまたは Javaを使用して属性を変更する方法を、例を挙げて説明します。

XMLを使用したファイル拡張子のマップを使用したファイル拡張子のマップを使用したファイル拡張子のマップを使用したファイル拡張子のマップ
XML構成ファイルを使用すると、簡単で再生可能な方法でファイル拡張子をコンテンツ・
タイプとマップできます。次の 3つの例に、XMLを次の操作に使用する方法を示します。

� 特定のファイル拡張子とコンテンツ・タイプとのマップ

� 他のすべてのファイル拡張子のデフォルト・マッピングの作成

� ファイル拡張子とコンテンツ・タイプ間のマッピングの削除

例例例例 5-7 XMLを使用した特定のファイル拡張子のマップを使用した特定のファイル拡張子のマップを使用した特定のファイル拡張子のマップを使用した特定のファイル拡張子のマップ

a. ClassSelectionParserを .gif拡張子と対応付けます。

<?xml version='1.0' standalone='yes'?>
<OBJECTLIST>
 <PROPERTYBUNDLE>
  <UPDATE RefType='ValueDefault'>ParserLookupByFileExtension</UPDATE>
   <PROPERTIES>
    <PROPERTY Action = 'add'>
     <NAME> gif </NAME>
      <VALUE DataType = 'String'>
         oracle.ifs.beans.parsers.ClassSelectionParser 
      </VALUE>
   </PROPERTY>
  </PROPERTIES>
 </PROPERTYBUNDLE>

注意注意注意注意 : Oracle 9iFS Managerの使用手順は、『Oracle Internet File System
セットアップおよび管理ガイド』を参照してください。
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b. .gif拡張子を Imageクラスと対応付けます。

 <PROPERTYBUNDLE>
  <UPDATE RefType='ValueDefault'>  
IFS.PARSER.ObjectTypeLookupByFileExtension</UPDATE>
   <PROPERTIES>
    <PROPERTY Action = 'add'>
     <NAME>gif</NAME>
     <VALUE DataType='String'>Image</VALUE>
    </PROPERTY>
   </PROPERTIES>
  </PROPERTYBUNDLE>
</OBJECTLIST>

例例例例 5-8 XMLを使用したデフォルト・マッピングの作成を使用したデフォルト・マッピングの作成を使用したデフォルト・マッピングの作成を使用したデフォルト・マッピングの作成

a. ParserLookupByFileExtensionにデフォルトの ClassSelectionParserエントリを追加
します。

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
<OBJECTLIST>
 <PROPERTYBUNDLE>
  <UPDATE RefType='ValueDefault'>ParserLookupByFileExtension</UPDATE>
   <PROPERTIES>
    <PROPERTY Action = 'add'>
     <NAME>*</NAME>
     <VALUE DataType = 'String'>
        oracle.ifs.beans.parsers.ClassSelectionParser
      </VALUE>
    </PROPERTY>
   </PROPERTIES>
  </PROPERTYBUNDLE>

b. すべてのファイルを Documentクラスと対応付けます。

 <PROPERTYBUNDLE>
  <UPDATE RefType = 'ValueDefault'> 
IFS.PARSER.ObjectTypeLookupByFileExtension</UPDATE>
   <PROPERTIES>
    <PROPERTY Action = 'add'>
     <NAME>*</NAME>
      <VALUE DataType='String'>Document</VALUE>
    </PROPERTY>
   </PROPERTIES>
  </PROPERTYBUNDLE>
</OBJECTLIST>
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例例例例 5-9 XMLを使用したファイル拡張子のマッピングの削除を使用したファイル拡張子のマッピングの削除を使用したファイル拡張子のマッピングの削除を使用したファイル拡張子のマッピングの削除

a. ClassSelectionParserと .gif拡張子との対応付けを削除します。

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
<OBJECTLIST>
 <PROPERTYBUNDLE>
   <UPDATE RefType = 'ValueDefault'> ParserLookupByFileExtension</UPDATE> 
   <PROPERTIES> 
    <PROPERTY Action = 'remove'> 
     <NAME>gif</NAME> 
     <VALUE datatype = 'String'>  
        oracle.ifs.beans.parsers.ClassSelectionParser
     </VALUE>
    </PROPERTY>
   </PROPERTIES>
  </PROPERTYBUNDLE>

b. .gif拡張子と Imageクラスとの対応付けを削除します。

 <PROPERTYBUNDLE>
   <UPDATE RefType = 'ValueDefault'> 
      IFS.PARSER.ObjectTypeLookupByFileExtension
   </UPDATE>
   <PROPERTIES>
    <PROPERTY Action = 'remove'>
    <NAME>gif</NAME>
     <VALUE datatype='String'>Image</VALUE>
    </PROPERTY>
   </PROPERTIES>
  </PROPERTYBUNDLE>
</OBJECTLIST>

Javaを使用したファイル拡張子のマップを使用したファイル拡張子のマップを使用したファイル拡張子のマップを使用したファイル拡張子のマップ
Oracle 9iFS Java APIを使用して、ファイル拡張子とコンテンツ・タイプとのマッピングを
プログラムで作成し、削除できます。 

マッピングを作成するには、Javaプログラムで次の手順を実行します。

1. ParserLookupByFileExtensionという ValueDefaultを選択し、その
PropertyBundleを取得します。

2. PropertyBundleの putPropertyValue()メソッドをコールして、ファイル拡張子を
ClassSelectionParserとマップします。

3. IFS.PARSER.ObjectTypeLookupByFileExtensionという ValueDefaultを選択し、
その PropertyBundleを取得します。
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4. PropertyBundleの putPropertyValue()メソッドをコールして、ファイル拡張子を
コンテンツ・タイプとマップします。

例例例例 5-10 Javaを使用したファイル拡張子のマッピングの作成を使用したファイル拡張子のマッピングの作成を使用したファイル拡張子のマッピングの作成を使用したファイル拡張子のマッピングの作成

1. ValueDefaultを介して ParserLookupByFileExtensionの PropertyBundleを取得します。

Collection vdColl = session.getValueDefaultCollection();
ValueDefault vd = 
     (ValueDefault) vdColl.getItems("ParserLookupByFileExtension");
AttributeValue av = vd.getPropertyValue();
PropertyBundle pb = (PropertyBundle) av.getPublicObject(session);

2. 'gif'拡張子を ClassSelectionParserとマップする新規 Propertyを追加します。

pb.putPropertyValue("gif", AttributeValue.newAttributeValue(
                             "oracle.ifs.beans.parsers.ClassSelectionParser"));

3. ValueDefaultを経由して、IFS.PARSER.ObjectTypeLookupByFileExtensionの
PropertyBundleを取得します。

Collection vdColl = session.getValueDefaultCollection();
ValueDefault vd = (ValueDefault)
     vdColl.getItems("IFS.PARSER.ObjectTypeLookupByFileExtension");
AttributeValue av = vd.getPropertyValue();
PropertyBundle pb = (PropertyBundle) av.getPublicObject(session);

4. 'gif'拡張子を 'Image'コンテンツ・タイプとマップする新規 Propertyを追加します。

pb.putPropertyValue("gif", AttributeValue.newAttributeValue("IMAGE"));

マッピングを削除するには、Javaプログラムで次の手順を実行します。

1. ParserLookupByFileExtensionという ValueDefaultを選択し、その
PropertyBundleを取得します。

2. PropertyBundleの removePropertyValue()メソッドをコールして、
ClassSelectionParserからファイル拡張子との対応付けを解除します。

3. IFS.PARSER.ObjectTypeLookupByFileExtensionという ValueDefaultを選択し、
その PropertyBundleを取得します。

4. PropertyBundleの removePropertyValue()メソッドをコールして、ファイル拡張
子とコンテンツ・タイプとの対応付けを解除します。
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例例例例 5-11 Javaを使用したファイル拡張子のマッピングの削除を使用したファイル拡張子のマッピングの削除を使用したファイル拡張子のマッピングの削除を使用したファイル拡張子のマッピングの削除

1. ValueDefaultを介して ParserLookupByFileExtensionの PropertyBundleを取得します。

Collection vdColl = session.getValueDefaultCollection();
ValueDefault vd = 
     (ValueDefault) vdColl.getItems("ParserLookupByFileExtension");
AttributeValue av = vd.getPropertyValue();
PropertyBundle pb = (PropertyBundle) av.getPublicObject(session);

2. 'gif'拡張子を ClassSelectionParserとマップする Propertyを削除します。

pb.removePropertyValue("gif");

3. ValueDefaultを経由して、IFS.PARSER.ObjectTypeLookupByFileExtensionの
PropertyBundleを取得します。

Collection vdColl = session.getValueDefaultCollection();
ValueDefault vd = (ValueDefault) 
     vdColl.getItems("IFS.PARSER.ObjectTypeLookupByFileExtension");
AttributeValue av = vd.getPropertyValue();
PropertyBundle pb = (PropertyBundle) av.getPublicObject(session);

4. 'gif'拡張子を 'Image'コンテンツ・タイプとマップする Propertyを削除します。

pb.removePropertyValue("gif");

カスタム・コンテンツ・タイプの削除カスタム・コンテンツ・タイプの削除カスタム・コンテンツ・タイプの削除カスタム・コンテンツ・タイプの削除
後になってコンテンツ・タイプの削除が必要になる場合があります。コンテンツ・タイプの
インスタンスが存在しているかぎり、そのコンテンツ・タイプは削除できません。また、コ
ンテンツ・タイプ階層内で他のコンテンツ・タイプが派生しているコンテンツ・タイプは、
削除できません。 

実装方法実装方法実装方法実装方法
Oracle 9iFS SDKでサポートされている次の 2つのプログラミング方法を使用して、コンテ
ンツ・タイプを削除できます。

� Java。Oracle 9iFS Java APIを経由してコンテンツ・タイプをプログラムで削除します。

� Oracle 9iFS Manager。GUIを使用してコンテンツ・タイプを削除します。

このリリースの Oracle Internet File Systemでは、コンテンツ・タイプの削除方法としての
XMLはサポートされていません。コンテンツ・タイプのインスタンスが存在する場合、そ
のコンテンツ・タイプの削除には Oracle 9iFS Managerを使用できません。このような場合
は、Java APIを使用してこれらのインスタンスを処理してから、コンテンツ・タイプを削除
します。 
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コンテンツ・タイプを削除するには、Javaプログラムで次の手順を実行します。

1. 管理モードを有効化します。

2. 削除するコンテンツ・タイプを表す ClassObjectインスタンスを取得します。

3. free()メソッドをコールしてコンテンツ・タイプを削除します。

例例例例 5-12 Javaを使用したコンテンツ・タイプの削除を使用したコンテンツ・タイプの削除を使用したコンテンツ・タイプの削除を使用したコンテンツ・タイプの削除

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. コンテンツ・タイプを表す ClassObjectを取得します。

ClassObject co = session.getClassObjectByName("IMAGE");

3. free()メソッドをコールして ClassObjectを削除します。

co.free();

サンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード
Oracle 9iFSは、この章の例について実行可能なサンプル・コード・ファイルとともにインス
トールされます。  サンプル・コード・ファイルは、<ORACLE_HOME>/9ifs/samplecode
/oracle/ifs/examples/devdoc/subclassingディレクトリにあります。表 5-3に、
サンプル・コード・ファイルとそれに対応する例を示します。

注意注意注意注意 : Oracle 9iFS Managerの使用手順は、『Oracle Internet File System
セットアップおよび管理ガイド』を参照してください。

表表表表 5-3 例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル

例例例例 サンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイル

例 5-1「XMLを使用した新規コンテンツ・タイプの構
成」

CreateContentType.xml

例 5-2「Javaを使用した新規コンテンツ・タイプの構
成」

CreateContentType.java

例 5-3「Javaを使用したコンテンツ・タイプへの属性
の追加」

AddContentTypeAttributes.java
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Javaサンプル・コード・ファイルの実行サンプル・コード・ファイルの実行サンプル・コード・ファイルの実行サンプル・コード・ファイルの実行
Javaサンプル・コード・ファイルを実行する手順は、次のとおりです。

1. Oracle 9iFSホスト・マシン上で、CLASSPATHに Java APIの JARファイルが含まれて
いるかどうかを確認します。

2. JDK 1.2.2で、<ORACLE_HOME>/9ifs/samplecode/oracle/ifs/examples
/devdoc/subclassingディレクトリにあるサンプル・コード・ファイルをコンパイ
ルします。

例例例例 5-13 Solarisでのサンプル・コード・ファイルのコンパイルでのサンプル・コード・ファイルのコンパイルでのサンプル・コード・ファイルのコンパイルでのサンプル・コード・ファイルのコンパイル

> cd $ORACLE_HOME/9ifs/samplecode/oracle/ifs/examples/devdoc/subclassing
> javac CreateContentType.java

3. ファイルのコメントをチェックし、このファイルの前に他のファイルの実行が予期され
ているかどうかを調べます。

4. クラスを実行して引数を指定します。引数の入力値が表示されます。すべての引数に値
が必要です。値を指定しない場合は、一部またはすべての引数にデフォルトが設定され
ます。クラスにより結果が画面に出力されます。

例 5-4「XMLを使用したコンテンツ・タイプの属性の
更新」

UpdateContentTypeAttributes.
xml

例 5-5「Javaを使用したコンテンツ・タイプの属性の
更新」

UpdateContentTypeAttributes.
java

例 5-6「Javaを使用したコンテンツ・タイプからの属
性の削除」

DeleteContentTypeAttributes.
java

例 5-7「XMLを使用した特定のファイル拡張子のマッ
プ」

RegisterContentTypeExtensions
.xml

例 5-8「XMLを使用したデフォルト・マッピングの作
成」

RegisterDefaultExtension.xml

例 5-9「XMLを使用したファイル拡張子のマッピング
の削除」

DeregisterContentTypeExtensions
.xml

例 5-10「Javaを使用したファイル拡張子のマッピング
の作成」

RegisterContentTypeExtensions
.java

例 5-11「Javaを使用したファイル拡張子のマッピング
の削除」

DeregisterContentTypeExtensions
.java

例 5-12「Javaを使用したコンテンツ・タイプの削除」 DeleteContentType.java

表表表表 5-3 例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル（続き）（続き）（続き）（続き）

例例例例 サンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイル
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例例例例 5-14 Solarisでのサンプル・コード・ファイルの実行でのサンプル・コード・ファイルの実行でのサンプル・コード・ファイルの実行でのサンプル・コード・ファイルの実行

> java oracle.ifs.examples.documentation.security.CreateContentType.java

  Running with arguments :
    user = system
    password = manager
    service = IfsDefault
    schemapassword = ifssys
  -----------Results----------
ClassObject Created : Image

XMLサンプル・コード・ファイルの実行サンプル・コード・ファイルの実行サンプル・コード・ファイルの実行サンプル・コード・ファイルの実行
XML構成ファイルを実行する手順は、次のとおりです。

1. XML構成ファイルの解析をサポートする Oracle 9iFSクライアントを開きます。

2. XML構成ファイルにより実行されるタスクに該当する管理権限を持つユーザーでログ
インします。

3. XML構成ファイルをインポートします。

4. 結果を Oracle 9iFS Managerで表示します。
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任意のメタデータと動作の適用任意のメタデータと動作の適用任意のメタデータと動作の適用任意のメタデータと動作の適用

この章では、コンテンツ・タイプに任意のメタデータと動作を適用する方法について説明し
ます。この章の内容は、次のとおりです。

� 任意のメタデータと動作の適用の概要

� Category

� PropertyBundle

� PolicyPropertyBundle

� Relationship

� サンプル・コード
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任意のメタデータと動作の適用の概要
任意のメタデータと動作の適用の概要任意のメタデータと動作の適用の概要任意のメタデータと動作の適用の概要任意のメタデータと動作の適用の概要
Oracle 9iFSをビジネスに合せてカスタマイズする 初のステップは、通常は Oracle 9iFSで
格納して管理する情報の物理タイプをすべて定義することです。インストール時のままの
Oracle 9iFSでは、ドキュメントやフォルダなど、標準的なタイプ情報が管理されます。
Oracle 9iFSには、情報の物理構造（Content、Format、Sizeなど）を定義する組込みコンテ
ンツ・タイプ（Documentおよび Folderなど）と、情報を操作するためのインタフェース
（getContent()および listItems()など）が用意されています。これらのコンテンツ・
タイプを拡張し、Imageや Bookなど、他の物理タイプの情報を定義できます。カスタム・
タイプ階層を拡張して様々な物理タイプの情報の属性と動作を組み込む方法は、第 5章「コ
ンテンツ・タイプと属性の拡張」および第 17章「コンテンツ・タイプの動作のカスタマイ
ズ」を参照してください。

ただし、ビジネスのコンテンツ・タイプを定義するときに、情報に適用できる任意のメタ
データと動作の管理も必要であることが判明する場合があります。メタデータと動作は、各
種物理タイプの情報のうちの選択したインスタンスに適用しても適用しなくてもかまわない
という点で任意です。たとえば、様々なコンテンツ・タイプの特定インスタンスを、ビジネ
スでの使用方法に従ってサブジェクト・カタログのような共通のメタデータ構造にカテゴリ
として分類できます。また、各種コンテンツ・タイプやその特定のインスタンスに対して、
特定の操作を実行する方法に関するビジネス・ルールを定義することもできます。

Oracle 9iFSには、情報に任意のメタデータと動作を適用できるように、次のメカニズムが用
意されています。

� Category。特定のドキュメント、フォルダおよび他のタイプの情報をカテゴリに分類
し、そのカテゴリに関連する情報に追加の属性を適用します。

� PropertyBundle。各種のコンテンツ・タイプやその特定インスタンスに適用できるデー
タのハッシュ表を作成します。

� PolicyPropertyBundle。各種のコンテンツ・タイプやその特定インスタンスについて、
操作の実行方法を定義するビジネス・ルール・セットを作成します。

� Relationship。情報の様々な部分の間に多対多の対応付けを作成します。

この章では、Category、PropertyBundle、PolicyPropertyBundleおよび Relationshipを作成
して適用する手順について説明します。 
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Category
Categoryを使用すると、Oracle 9iFSに格納されている情報をビジネスでの使用方法に従っ
て編成できます。たとえば、ドキュメント、フォルダおよびイメージを、使用するプロジェ
クトに従って編成できます。カテゴリに割り当てることで、そのカテゴリに関連する特別な
属性と動作を追加できます。たとえば、Projectカテゴリに属するドキュメントとフォルダ
に、属性 Project Nameおよび Project Record Number を追加できます。

Oracle 9iFSには、カテゴリのスキーマを作成して情報に適用できるように、Categoryとい
うコンテンツ・タイプが用意されています。Categoryは、拡張して様々なタイプのカテゴリ
（Projectなど）とそのカテゴリに関連する属性（Project Name、Project Record Numberな
ど）を定義できるコンテンツ・タイプです。 

ドキュメント、フォルダおよびすべての PublicObjectは、0個または 1個以上のカテゴリと
対応付けることができます。PublicObjectは、拡張 Categoryコンテンツ・タイプのインス
タンスと対応付けることでカテゴリに分類できます。Categoryインスタンスには、そのカテ
ゴリに属することで PublicObjectに関連する特別な属性の値（Project Name = "Content 
Management Research Project"、Project Record Number = "AR1098a"など）が格納されま
す。Categoryインスタンスでは、属性 AssociatedPublicObjectに PublicObjectへのポインタ
も格納されます。

PublicObject（ドキュメント、フォルダ、イメージなど）は、同じカテゴリ・タイプに対応
付けることができるため、カテゴリは様々な物理タイプの情報を編成するための共通スキー
マを提供します。このように、カテゴリは様々なコンテンツ・タイプ間で属性を相互に継承
する手段を提供します。

Categoryコンテンツ・タイプは PublicObjectを拡張するため、Categoryインスタンスは
フォルダに入れることができます。これが役立つのは、カスタム・ユーザー・インタフェー
スの構築中に、ドキュメントをフォルダごとに異なる方法で表示する必要がある場合です。
たとえば、プロジェクトに関連するすべてのドキュメントを含む Projectフォルダを作成で
きます。Documentインスタンスをフォルダに入れて Name順にリスト表示するのではな
く、Projectカテゴリ・インスタンスをフォルダに入れて Project Record Number属性順にリ
スト表示できます。これにより、ユーザーは Categoryインスタンスで
getAssociatedPublicObject()メソッドをコールして Documentインスタンスにアク
セスできます。 

Oracle 9iFSでは、Categoryインスタンスはバージョニングされません。ドキュメントのカ
テゴリ・メタデータがバージョンごとに異なる場合は、各ドキュメントのバージョンを新規

注意注意注意注意 : このリリースの Oracle 9iFSの組込みのクライアントでは、
Categoryをフォルダに入れる操作はサポートされません。Catetoryを
フォルダに入れる計画がある場合は、ユーザーがそれを表示できるように
カスタム・ユーザー・インタフェースを実装する必要があります。
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の Categoryインスタンスに対応付けることができます。ただし、バージョン情報はカテゴ
リではなくドキュメントでメンテナンスされます。 

Categoryインスタンスへのアクセス権は、対応付けられた PublicObjectに適用される
AccessControlListにより決定されます。PublicObjectに対する getAttribute()が付与さ
れているユーザーは、カテゴリの属性にもアクセスできます。

対応付けられている PublicObjectが解放されると、Categoryは自動的に削除されます。こ
の方法で Categoryインスタンスが削除される場合、通知は生成されません。

この項では、次の方法について説明します。

� 新規 Categoryタイプの定義

� PublicObjectのカテゴリ分類

� カテゴリに基づく情報の検索

新規新規新規新規 Categoryタイプの定義タイプの定義タイプの定義タイプの定義
新しいタイプの Categoryを定義するには、カスタム・コンテンツ・タイプを定義する場合
と同じ手順で操作する必要があります。他のコンテンツ・タイプの場合と同様に、Category
タイプを表す SchemaObjectインスタンスのセットを作成します。また、Javaクラスを実装
して、カテゴリ・タイプのカスタム動作を定義することもできます。ただし、新規カテゴ
リ・タイプを定義するためにカスタム Javaクラスを実装する必要はありません。その後、
SchemaObjectを編集または削除して、カテゴリ・タイプを変更したり削除できます。この
ような開発タスクは、Java API、XMLファイルまたは Oracle 9iFS Managerを使用して実行
できます。 

カテゴリ・タイプの作成カテゴリ・タイプの作成カテゴリ・タイプの作成カテゴリ・タイプの作成
新しいタイプのカテゴリを作成するには、Categoryを拡張する新規コンテンツ・タイプを作
成し、そのカテゴリに関連する属性を追加します。たとえば、Categoryを拡張する新規カテ
ゴリ Project Recordを作成し、拡張属性 Project Nameおよび Project Record Numberを含め
ることができます。 

注意注意注意注意 : カスタム・コンテンツ・タイプを作成、変更および削除する手順
の詳細は、第 5章「コンテンツ・タイプと属性の拡張」および第 17章
「コンテンツ・タイプの動作のカスタマイズ」を参照してください。すで
にこの 2つの章を読んでいる場合は、この項で Javaと XMLを使用してカ
テゴリ・タイプを作成、変更および削除する方法をすばやく確認できま
す。
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新規カテゴリ・タイプを定義する手順は、次のとおりです。

� 管理権限を持っているかどうかを確認します。XML構成ファイルを使用する場合は、
そのファイルを管理者としてインポートします。Java APIを使用する場合は、Oracle 
9iFSでのセッション用に管理モードを有効化します。

� カテゴリ・タイプを表す ClassObjectのインスタンスを作成します。

� カテゴリ・タイプに関連する各属性を表す Attributeのインスタンスを作成します。

� カテゴリ・タイプ用のカスタム Javaクラスを作成し、カスタム・メソッドを定義しま
す。

例例例例 6-1 XMLを使用したカテゴリ・タイプの作成を使用したカテゴリ・タイプの作成を使用したカテゴリ・タイプの作成を使用したカテゴリ・タイプの作成

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CLASSOBJECT>
    <NAME>ProjectRecord</NAME>   
    <SUPERCLASS RefType = "Name">Category</SUPERCLASS>  
    <DESCRIPTION>Public Objects that pertain to a Project.</DESCRIPTION>
    <ATTRIBUTES>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>ProjectName</NAME>
            <DATATYPE>String</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>ProjectRecordNumber</NAME>
            <DATATYPE>String</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
    </ATTRIBUTES>
</CLASSOBJECT>

注意注意注意注意 : カテゴリ・タイプの Javaクラスを拡張する方法は、第 17章「コ
ンテンツ・タイプの動作のカスタマイズ」を参照してください。

注意注意注意注意 : カテゴリ・タイプの作成に使用する XMLファイルの各要素の詳細
は、第 5章「コンテンツ・タイプと属性の拡張」を参照してください。
任意のメタデータと動作の適用 6-5



Category
例例例例 6-2 Javaを使用したカテゴリ・タイプの作成を使用したカテゴリ・タイプの作成を使用したカテゴリ・タイプの作成を使用したカテゴリ・タイプの作成

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. カテゴリ・タイプを表す ClassObjectの値を保持する ClassObjectDefinitionを作成しま
す。

ClassObjectDefinition codef = new ClassObjectDefinition(session);
codef.setAttributeByUpperCaseName(ClassObject.NAME_ATTRIBUTE,
     AttributeValue.newAttributeValue("ProjectRecord"));

3. 新規カテゴリ・タイプで Categoryコンテンツ・タイプを拡張するように指定します。

ClassObject catco = session.getClassObjectByName("CATEGORY");
codef.setSuperclass(catco);

4. カテゴリ・タイプに関連する属性ごとに AttributeDefinitionを作成します。
AttributeDefinitionを ClassObjectDefinitionに追加します。

AttributeDefinition attdef1 = new AttributeDefinition(session);
attdef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("ProjectName"));
attdef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DATATYPE_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue(Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_STRING));

codef.addAttributeDefinition(attdef1);

AttributeDefinition attdef2 = new AttributeDefinition(session);
attdef2.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("ProjectRecordNumber"));
attdef2.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DATATYPE_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue(Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_STRING));

codef.addAttributeDefinition(attdef2);

5. 新規カテゴリ・タイプの ClassObjectおよび Attributeを作成します。

ClassObject mycatco = (ClassObject) session.createSchemaObject(codef);
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カテゴリ・タイプの変更カテゴリ・タイプの変更カテゴリ・タイプの変更カテゴリ・タイプの変更
作成後のカテゴリ・タイプの属性を追加したり削除できます。

例例例例 6-3 Javaを使用したカテゴリの属性の追加、削除および更新を使用したカテゴリの属性の追加、削除および更新を使用したカテゴリの属性の追加、削除および更新を使用したカテゴリの属性の追加、削除および更新

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. カテゴリ・タイプを表す ClassObjectを取得します。

ClassObject catco = session.getClassObjectByName("PROJECTRECORD");

3. Attributeを ClassObjectに追加します。

AttributeDefinition attdef1 = new AttributeDefinition(session);
attdef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("ProjectPriority"));
attdef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DATATYPE_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue(Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_INTEGER));
catco.addAttribute(attdef1);

4. Attributeを ClassObjectから削除します。

Attribute att2 = catco.getEffectiveClassAttributes("PROJECTRECORDNUMBER");
catco.removeAttribute(att2);

5. ClassObjectの Attributeを更新します。

Attribute att3 = catco.getEffectiveClassAttributes("PROJECTPRIORITY");
Collection vdColl = session.getValueDomainCollection();
ValueDomain vd = (ValueDomain) vdColl.getItems("Projects");
att3.setValueDomain(vd);

注意注意注意注意 : カテゴリ・タイプの属性の追加や削除には、XMLを使用できませ
ん。この操作には、Oracle 9iFS Managerまたは Java APIを使用する必要
があります。Oracle 9iFS Managerで属性を削除する手順は、『Oracle 
Internet File Systemセットアップおよび管理ガイド』を参照してくださ
い。
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カテゴリ・タイプの削除カテゴリ・タイプの削除カテゴリ・タイプの削除カテゴリ・タイプの削除
Java APIまたは Oracle 9iFS Managerを使用して、カテゴリ・タイプを削除できます。
Categoryのインスタンスが存在する場合は、Categoryタイプを削除する前に、そのインス
タンスを削除する必要があります。

例例例例 6-4 Javaを使用したカテゴリの削除を使用したカテゴリの削除を使用したカテゴリの削除を使用したカテゴリの削除

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. カテゴリ・タイプを表す ClassObjectを取得します。

ClassObject catco = session.getClassObjectByName("PROJECTRECORD");

3. free()メソッドをコールして ClassObjectを削除します。

catco.free();

PublicObjectのカテゴリ分類のカテゴリ分類のカテゴリ分類のカテゴリ分類
新規 Categoryタイプの作成後に、それを使用して Oracle 9iFS内のドキュメント、フォルダ
またはすべての PublicObjectをカテゴリに分類できます。この項では、次のタスクについて
説明します。

� Categoryインスタンスの作成

� Categoryインスタンスの更新

� Categoryインスタンスの削除

Categoryインスタンスの作成インスタンスの作成インスタンスの作成インスタンスの作成
PublicObjectをカテゴリに分類するには、カテゴリ・タイプの新規インスタンスを作成し、
それを PublicObjectに対応付けます。Categoryインスタンスは、新規 PublicObjectの作成
時に適用するか、Oracle 9iFSの既存の PublicObjectに適用できます。 

注意注意注意注意 : Oracle 9iFS Managerでカテゴリ・タイプの ClassObjectを削除す
る手順は、『Oracle Internet File Systemセットアップおよび管理ガイド』
を参照してください。
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Javaを使用したを使用したを使用したを使用した PublicObjectのカテゴリ分類のカテゴリ分類のカテゴリ分類のカテゴリ分類  Java APIで PublicObjectをカテゴリに分類する
手順は、次のとおりです。 

1. 新規 Categoryインスタンスの値を保持する CategoryDefinitionを作成します。

2. 新規 Categoryインスタンスのタイプを指定します。

3. Categoryの属性値を設定します。

4. PublicObjectを Oracle 9iFSでの作成時にカテゴリに分類する場合は、
PublicObjectDefinitionの addCategoryDefinition()メソッドに
CategoryDefinitionを渡します。PublicObjectDefinitionは、PublicObjectおよび
Categoryの作成に使用されます。

5. Oracle 9iFSの既存の PublicObjectをカテゴリに分類する場合は、PublicObjectの
addCategory()メソッドに CategoryDefinitionを渡します。

例例例例 6-5 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した PublicObjectのカテゴリ分類のカテゴリ分類のカテゴリ分類のカテゴリ分類

1. 新規 CategoryDefinitionを作成します。

CategoryDefinition cdef = new CategoryDefinition(session);

2. 新規 Categoryインスタンスのタイプを指定します。

ClassObject co = session.getClassObjectByName("PROJECTRECORD");
cdef.setClassObject(co);

3. Categoryの属性値を設定します。

cdef.setAttributeByUpperCaseName(Category.NAME_ATTRIBUTE,
         AttributeValue.newAttributeValue(
           "Content Management Marketing Analysis Report"));
cdef.setAttributeByUpperCaseName("PROJECTNAME", 
     AttributeValue.newAttributeValue("Content Management Research Project"));
cdef.setAttributeByUpperCaseName("PROJECTRECORDNUMBER",
     AttributeValue.newAttributeValue("AR1098a"));

4. PublicObjectDefinitionに CategoryDefinitionを追加して、新規 PublicObjectをカテゴ
リに分類します。

FolderDefinition fdef = new FolderDefinition(session);
fdef.setAttributeByUpperCaseName(Folder.NAME_ATTRIBUTE,
     AttributeValue.newAttributeValue("Collateral"));
fdef.addCategoryDefinition(cdef);
Folder f = (Folder) session.createPublicObject(fdef);

5. または、CategoryDefinitionを使用して既存の PublicObjectをカテゴリに分類します。

f.addCategory(cdef);
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XMLを使用したを使用したを使用したを使用した PublicObjectのカテゴリ分類のカテゴリ分類のカテゴリ分類のカテゴリ分類  XMLを使用して新規 PublicObjectをカテゴリ
に分類することもできます。 XMLファイルを Oracle 9iFSにインポートすると、
IfsSimpleXmlParserによりファイルが自動的に解析され、PublicObjectのカテゴリ・メタ
データを保持できるようにカテゴリ・タイプのインスタンスが生成されます。PublicObject
のカテゴリ分類に使用する XMLファイルの主な側面は、次のとおりです。

� XML構成ファイルのルート要素で、新規 PublicObjectを指定する必要があります。

� ルート要素のスキーマには、新規 PublicObjectの Categoryの指定に使用する特殊タグ
<CATEGORIES>を含めることができます。 

� 各 Categoryは、<CATEGORIES>要素の副要素として指定できます。 副要素名は、カテ
ゴリ・タイプ名に対応させる必要があります。

� Category要素には、各カテゴリ属性の副要素が含まれます。これらの要素名は、属性名
に対応させる必要があります。

例例例例 6-6 XMLを使用した新規を使用した新規を使用した新規を使用した新規 PublicObjectのカテゴリ分類のカテゴリ分類のカテゴリ分類のカテゴリ分類

<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 
  <FOLDER> 
    <NAME>CMProject</NAME> 
    <FOLDERPATH>/home/guest</FOLDERPATH> 
    <CATEGORIES> 
      <PROJECTRECORD> 
        <NAME>Content Management Market Analysis</NAME>   
        <PROJECTNAME>Content Management Research Project</PROJECTNAME>
      </PROJECTRECORD> 
      <!-- You can have multiple Category elements here --> 
    </CATEGORIES> 
  </FOLDER> 

注意注意注意注意 : 既存の PublicObjectのカテゴリ分類には、XMLは使用できませ
ん。

注意注意注意注意 : XML構成ファイルの構文規則の詳細は、第 10章「XMLおよび
Oracle Internet File System」を参照してください。
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Categoryインスタンスの更新インスタンスの更新インスタンスの更新インスタンスの更新
PublicObjectをカテゴリに分類した後に、Categoryインスタンスにより適用される属性の値
の更新が必要になる場合があります。PublicObjectのカテゴリの属性の更新には、XML構成
ファイルを使用する方法と、Java APIを使用する方法があります。

XMLを使用したを使用したを使用したを使用した Categoryインスタンスの更新インスタンスの更新インスタンスの更新インスタンスの更新  Categoryインスタンスを更新するには、次の
要件を満たす XMLファイルが必要です。

� ルート要素が Categoryタイプの Nameに対応していること。

� 変更対象となる Categoryインスタンスを <UPDATE>副要素で参照していること。

� 変更対象となるすべての属性の副要素を含んでいること。これらの要素の値には、更新
後の属性値が保持されます。

例例例例 6-7 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した Category インスタンスの属性の更新インスタンスの属性の更新インスタンスの属性の更新インスタンスの属性の更新

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<PROJECTRECORD>
    <UPDATE RefType = "Name">Content Management Market Analysis</UPDATE>   
    <PROJECTNAME>XML Research Project</PROJECTNAME>
</PROJECTRECORD>

Javaを使用したを使用したを使用したを使用した Categoryインスタンスの更新インスタンスの更新インスタンスの更新インスタンスの更新  Categoryインスタンスの属性の値を更新する
には、Oracle 9iFS Java APIを使用することもできます。拡張 Categoryタイプは、それぞれ
Categoryクラスからメソッド getAttribute()および setAttribute()を継承します。
この 2つのメソッドは、あらゆる属性値を操作する汎用的な方法を提供します。 

また、カスタム・カテゴリ・タイプの拡張属性の値を取得および設定する便利なメソッドを
提供するために、カスタム Javaクラスを実装することもできます。カスタム Javaクラスの
実装手順は、第 17章「コンテンツ・タイプの動作のカスタマイズ」を参照してください。

例例例例 6-8 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した Categoryインスタンスの更新インスタンスの更新インスタンスの更新インスタンスの更新

1. アプリケーションですでに Categoryインスタンスを取得しているとします。

Category cat = ......

2. ProjectRecordインスタンスの ProjectPriority属性を更新します。

cat.setAttribute("PROJECTPRIORITY", 
                AttributeValue.newAttributeValue(new Integer(3)));
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Categoryインスタンスの削除インスタンスの削除インスタンスの削除インスタンスの削除
PublicObjectのカテゴリの属性値を保持する Categoryインスタンスを削除すると、
PublicObjectをカテゴリから削除できます。PublicObjectを削除すると、そのすべてのカテ
ゴリが Oracle 9iFSにより自動的に削除されます。

Categoryインスタンスは、他のオブジェクトの場合と同様に、Oracle 9iFS Java APIで
free()メソッドをコールして削除できます。Oracle 9iFSでは、カテゴリから PublicObject
を削除する手段としての XMLはサポートされず、Oracle 9iFS Managerには Categoryイン
スタンスを削除するためのユーザー・インタフェースは用意されていません。

例例例例 6-9 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した Categoryインスタンスの削除インスタンスの削除インスタンスの削除インスタンスの削除

1. アプリケーションですでに Categoryインスタンスを取得しているとします。

Selector s = new Selector(session);
s.setSearchClassname("PROJECTRECORD");

LibraryObject[] cats = s.getItems();
Category c;

2. Categoryインスタンスを削除します。

int i;
int count = (cats == null) ? 0 : cats.length;

for (i = 0; i < count; i++)
{
   c = (Category) cats[i];
   c.free();
}

カテゴリに基づく情報の検索カテゴリに基づく情報の検索カテゴリに基づく情報の検索カテゴリに基づく情報の検索
ドキュメント、フォルダおよび他のタイプの情報をカテゴリに分類した後で、カテゴリとカ
テゴリ属性に基づいて情報を検索できます。 

たとえば、Content Management Research Projectのプロジェクト・レコードであるドキュ
メント、フォルダおよび他のタイプの情報をすべて検索できます。そのためには、Project 
Recordカテゴリに分類され、カテゴリ属性 Project Nameが Content Management Research 
Projectに設定されている PublicObjectをすべて検索します。 

Oracle 9iFSには、情報とそのカテゴリ間の対応付けを簡単に横断できるように APIも用意
されています。たとえば、PublicObjectインスタンスの場合は、対応付けられているすべて
のカテゴリをフェッチできます。逆に、Categoryインスタンスの場合は、対応付けられてい
る PublicObjectをフェッチできます。
6-12 Oracle Internet File System開発者リファレンス



Category
カテゴリに基づくカテゴリに基づくカテゴリに基づくカテゴリに基づく PublicObjectの検索の検索の検索の検索
Oracle 9iFS Java APIでセレクタまたは検索を構成すると、カテゴリ・メタデータに基づい
て PublicObjectを検索するアプリケーションを構築できます。問合せを構成するために、検
索またはセレクタは Categoryの AssociatedPublicObject属性と PublicObjectの ID属性との
間の参照に基づいて、Categoryおよび PublicObjectコンテンツ・タイプを結合します。こ
れで、検索またはセレクタは、Categoryまたは PublicObject、あるいは両方の属性について
条件を追加できます。

例例例例 6-10 セレクタを使用したセレクタを使用したセレクタを使用したセレクタを使用した PublicObjectの特定カテゴリの検索の特定カテゴリの検索の特定カテゴリの検索の特定カテゴリの検索

1. アプリケーションですでに PublicObjectを取得しているとします。

PublicObject po = .....

2. セレクタを構成します。

Selector s = new Selector(session);
s.setSearchClassname("PROJECTRECORD");
s.setSearchSelection("ASSOCIATEDPUBLICOBJECT = " + po.getId() + 
                     " AND PROJECTNAME = 'XML Research Project'");

3. 問合せを実行し、PublicObjectの各カテゴリを取得します。

LibraryObject[] cats = s.getItems();

int i;
int count = (cats == null) ? 0 : cats.length;
for (i = 0; i < count; i++)
{
   c = (Category) cats[i];
}

例例例例 6-11 検索を使用した共通カテゴリ属性に基づく全検索を使用した共通カテゴリ属性に基づく全検索を使用した共通カテゴリ属性に基づく全検索を使用した共通カテゴリ属性に基づく全 PublicObjectの検索の検索の検索の検索

1. 問合せ条件を保持する SearchSpecificationを構成します。次の例には内容条件が含まれ
ていないため、AttributeSearchSpecificationを構成します。

AttributeSearchSpecification asp = new AttributeSearchSpecification();

注意注意注意注意 : セレクタと検索の作成手順の詳細は、第 8章「検索アプリケー
ションの構築」を参照してください。
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2. SearchClassSpecificationを構成し、AttributeSearchSpecificationで設定します。

String[] searchClasses = {"PUBLICOBJECT", "PROJECTRECORD"};
SearchClassSpecification scp = new SearchClassSpecification(searchClasses);
scp.addResultClass("PUBLICOBJECT");

asp.setSearchClassSpecification(scp);

3. Categoryタイプ ProjectRecordを PublicObjectコンテンツ・タイプと結合する
JoinQualificationを構成します。

JoinQualification jq = new JoinQualification();
jq.setLeftAttribute("PUBLICOBJECT", null);
jq.setRightAttribute("PROJECTRECORD", "ASSOCIATEDPUBLICOBJECT");

4. AttributeQualificationを構成し、カテゴリの ProjectName属性は必ず Content 
Management Research Projectであるという条件を指定します。

AttributeQualification aq = new AttributeQualification();
aq.setAttribute("PROJECTRECORD", "PROJECTNAME");
aq.setOperatorType(AttributeQualification.EQUAL);
aq.setValue("Content Management Research Project");

5. SearchClauseを構成し、Joinおよび Attribute修飾を結合し、両方の条件が必ず満たさ
れるように要求します。これを使用して SearchQualificationを設定します。

SearchClause sc = new SearchClause(aq, jq, SearchClause.AND);
asp.setSearchQualification(sc);

6. 検索を実行し、結果をループして条件を満たす LibraryObjectを取り出します。戻され
る LibraryObjectは、SearchClassSpecificationに指定したコンテンツ・タイプのもので
す。

Search srch = new Search(session, asp);
srch.open();

int i;
LibraryObject lo;
SearchResultObject sro = srch.next();
String lName;

while (sro != null)
{
    lo = sro.getLibraryObject();
    lName = lo.getName();
 
  try
  {
     sro = srch.next();
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   }
   catch (IfsException e)
   {
     if (e.getErrorCode() == 22000)
     {
       break;
    }
    else
    {
        e.printStackTrace();
    }
  }
}
srch.close();

PublicObjectのカテゴリのフェッチのカテゴリのフェッチのカテゴリのフェッチのカテゴリのフェッチ
Oracle 9iFS Java APIには、PublicObjectのカテゴリと Categoryインスタンスに対応付けら
れている PublicObjectを簡単に取得できるようにメソッドが用意されています。 

PublicObjectクラスにはメソッド getCategories()が含まれており、このメソッドは
PublicObjectに対応付けられている全 Categoryインスタンスを戻します。Categoryインス
タンスの取得後は、そのカテゴリで PublicObjectに適用される特別な属性を取り出すことが
できます。

例例例例 6-12 PublicObjectのカテゴリのフェッチのカテゴリのフェッチのカテゴリのフェッチのカテゴリのフェッチ

1. アプリケーションですでに PublicObjectを取得しているとします。

PublicObject po = .....

2. PublicObjectの Categoryインスタンスをフェッチします。

Category[] cats = po.getCategories();

3. Categoryインスタンスごとに、カテゴリ・タイプを判断してカテゴリ属性をフェッチし
ます。

AttributeValue av; // variable to hold value of a category attribute
Attribute[] catatts; // variable to hold the Attributes on the Category
Category c; // variable to hold each Category instance
ClassObject catco; // variable to hold the ClassObject
                   // that represents the category type
int i, j, icount, jcount;
String catName, attName; // variables to hold the names of 
                         //the category and attributes

icount = (cats == null) ? 0 : cats.length;
任意のメタデータと動作の適用 6-15



Category
for(i=0; i < icount; i++)
{
   c = cats[i];
   catco = c.getClassObject();
   catName = catco.getName();
   catatts = catco.getExtendedClassAttributes();
   jcount = (catatts == null) ? 0 : catatts.length;
   for (j=0; j < jcount; j++)
   {
       attName = catatts[j].getName();
       av = c.getAttribute(attName);
    }
 }

Categoryクラスには getAssociatedPublicObject()というメソッドが用意されてお
り、カテゴリ・メタデータが適用される PublicObjectインスタンスを戻します。
PublicObjectインスタンスの取得後は、その PublicObjectが持つ他のすべての属性を取り出
し、メソッドをコールして PublicObjectを操作できます。

例例例例 6-13 Categoryインスタンスからの対応付けられているインスタンスからの対応付けられているインスタンスからの対応付けられているインスタンスからの対応付けられている PublicObjectのフェッチのフェッチのフェッチのフェッチ

1. アプリケーションですでに Categoryインスタンスを取得しているとします。

Category cat = ......

2. Categoryに対応付けられている PublicObjectをフェッチします。

PublicObject po = cat.getAssociatedPublicObject();

3. PublicObjectのコンテンツ・タイプと属性をフェッチします。

ClassObject co = po.getClassObject(); 
Attribute[] atts = co.getEffectiveClassAttributes();
String coName = co.getName();

AttributeValue av; //variable to hold value of a PublicObject's attribute
int i, icount;
String attName;

icount = (atts == null) ? 0 : atts.length;
for (i = 0; i < icount; i++)
{
   attName = atts[i].getName();
   av = po.getAttribute(attname);

}
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PropertyBundle
PropertyBundleは、Oracle 9iFSでプロパティのバグを永続的に格納する場合に役立ちます。 

カテゴリに比べると、PropertyBundleは比較的緩やかな構造を持っています。
PropertyBundleは、それぞれが名前 /値のペアからなる Propertyのセットで構成されてい
ます。PropertyBundleは Oracle 9iFSに独立して存在でき、0個または 1個以上の
PublicObjectに対応付けられています。PropertyBundleの方がデータの格納方法としては柔
軟ですが、カテゴリのように構造化されている構造体の方が操作が簡単です。

PropertyBundleの使用の使用の使用の使用
PropertyBundleを使用すると、システム単位のタスク、1つ以上のコンテンツ・タイプまた
は特定のインスタンスの処理用に、非定型のメタデータを格納できます。

� システム単位のシステム単位のシステム単位のシステム単位の PropertyBundle。PropertyBundleは Oracle 9iFSに独立して存在でき、
アプリケーションで処理ロジックの決定に使用できます。たとえば、Oracle 9iFSでは、
ファイル拡張子とコンテンツ・タイプ間のマッピングは PropertyBundleに格納されま
す。Oracle 9iFSでは、この PropertyBundleを使用して、ファイルを特定のコンテン
ツ・タイプのインスタンスとして格納するかどうかが判断されます。 

� コンテンツ・タイプのコンテンツ・タイプのコンテンツ・タイプのコンテンツ・タイプの PropertyBundle。PropertyBundleをコンテンツ・タイプの
ClassObjectに対応付けて、コンテンツ・タイプとそのすべてのインスタンスの処理に
使用できます。ClassObjectは PropertyBundle属性を持ち、この属性はコンテンツ・タ
イプの処理に使用される PropertyBundleを参照します。 

� インスタンスのインスタンスのインスタンスのインスタンスの PropertyBundle。PropertyBundleを使用すると、ドキュメントのロー
カライズ名のリスト（English/Guide、Spanish/Guidaなど）のように、コンテンツ・
タイプの特定インスタンスに関する非定型のメタデータを格納できます。各
PublicObjectは属性 PropertyBundleを持ち、この属性は非定型のメタデータを保持す
る PropertyBundleを参照します。

PropertyBundleは Oracle 9iFSに独立して存在でき、通常はアプリケーションの処理に使用
されるため、PropertyBundleを ValueDefaultに対応付けると役立ちます。PropertyBundle
を ValueDefaultに対応付けると、文字列、つまり ValueDefaultの UniqueNameで一意に参
照できます。ValueDefaultなどの SchemaObjectとは異なり、PropertyBundleは
UniqueName属性を持ちません。PropertyBundleは一意 IDを持ちますが、ID属性には
PropertyBundleを参照する便利な方法が用意されていません。ValueDefaultを使用すると、
PropertyBundleを簡単に参照できます。たとえば、XML構成ファイルでは、ValueDefault
の UniqueNameを、PropertyBundleを参照する要素の値として指定できます（<Update 
RefType = "ValueDefault">ContentTypeLookupByFileExtension</Update>など）。また、
Oracle 9iFS Java APIには、ValueDefault経由でオブジェクトを取得できるように特殊なメ
ソッドも用意されています（LibrarySession.getValueDefaultCollection()な
ど）。   
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PropertyBundleの構造の構造の構造の構造
PropertyBundleは、名前 /値のペアの配列で構成されています。各ペアは、Name属性と
Value属性を持つ Propertyオブジェクトで表されます。Value属性は、Oracle 9iFSでサポー
トされているデータ型であれば、どのような型でもかまいません（STRING、INTEGER、
PublicObject、DirectoryObject_Arrayなど）。Propertyオブジェクトは、それが属している
PropertyBundleを参照する第 3の属性 Bundleを持ちます。 

図図図図 6-1 PropertyBundleオブジェクト・モデルオブジェクト・モデルオブジェクト・モデルオブジェクト・モデル

Oracle 9iFSのすべてのオブジェクトは、PropertyBundle属性を持っています。PublicObject
インスタンスは、継承した属性を使用して、特定のコンテンツ・タイプのインスタンスの処
理に使用する PropertyBundleを対応付けることができます。ClassObjectインスタンスは、
継承した属性を使用して、ClassObjectが表すコンテンツ・タイプの全インスタンスの処理
に使用する PropertyBundleを対応付けることができます。 

注意注意注意注意 :  ValueDefaultの詳細は、第 7章「属性の妥当性チェック」を参照
してください。
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PropertyBundleの定義の定義の定義の定義
Oracle 9iFS SDKでは、PropertyBundleを定義する方法として次の 2つがサポートされてい
ます。

� XML。Oracle 9iFSへのインポート時に PropertyBundleを自動的に定義する XMLファイ
ルを作成します。

� Java。Oracle 9iFS Java API経由で PropertyBundleをプログラムで定義します。

XMLを使用したを使用したを使用したを使用した PropertyBundleの作成および変更の作成および変更の作成および変更の作成および変更
XMLファイルを使用して、Oracle 9iFSで PropertyBundleを定義できます。XMLファイル
を Oracle 9iFSにインポートすると、IfsSimpleXmlParserでは自動的にそのファイルが使用
され、PropertyBundleインスタンスが作成または変更されます。Oracle 9iFSでは、XMLを
使用した PropertyBundleの削除はサポートされていません。

PropertyBundleを文字列で一意に参照できるように、PropertyBundleごとに ValueDefault
を作成することをお薦めします。次の例に、XMLの <OBJECTLIST>タグを使用して XML
ファイルに PropertyBundleと ValueDefaultを作成する方法と、ValueDefaultを使用して
XMLファイルで PropertyBundleを更新する方法を示します。 

例例例例 6-14 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した PropertyBundle の作成の作成の作成の作成

<?xml version='1.0' standalone='yes'?>
<OBJECTLIST>

 <PROPERTYBUNDLE>
   <NAME>Title Translation PropertyBundle</NAME>
   <PROPERTIES>
     <PROPERTY>
       <NAME>English</NAME>
       <VALUE>Guide</VALUE>
     </PROPERTY>
     <PROPERTY>
       <NAME>Italian</NAME>
       <VALUE>Guida</VALUE>
     </PROPERTY>
   </PROPERTIES>

注意注意注意注意 : 現在、Oracle 9iFS Managerには PropertyBundleを定義するため
のインタフェースは用意されていません。ただし、PropertyBundle情報を
検索して表示することはできます。Oracle 9iFS Managerの検索インタ
フェースの使用方法は、『Oracle Internet File Systemセットアップおよび
管理ガイド』を参照してください。
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 </PROPERTYBUNDLE>

 <VALUEDEFAULT>
   <NAME>TranslatedTitleValueDefault</NAME>
   <VDVALUE Datatype="PublicObject" ClassName = "PropertyBundle" RefType = "Name">
     Title Translation PropertyBundle
   </VDVALUE>
 </VALUEDEFAULT>

</OBJECTLIST>

例例例例 6-15 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した PropertyBundle の変更の変更の変更の変更

<?xml version='1.0' standalone='yes'?>
 <PROPERTYBUNDLE>
  <UPDATE RefType='ValueDefault'>TranslatedTitleValueDefault</UPDATE>
   <PROPERTIES>
    <PROPERTY Action = 'add'>
     <NAME> Spanish </NAME>
      <VALUE DataType = 'String'>
          Guida
      </VALUE>
   </PROPERTY>
   <PROPERTY Action = 'Remove'>
      <NAME> Italian </NAME>
   </PROPERTY>
   <PROPERTY Action = 'Add'>
     <NAME> English </NAME>
      <VALUE DataType = 'String'>
          Manual
      </VALUE>
   </PROPERTY>
  </PROPERTIES>
 </PROPERTYBUNDLE>

XML構成ファイルの各要素を使用して、PropertyBundleおよび Propertyインスタンスの属
性の値を指定します。 

注意注意注意注意 : XML構成ファイルの構文規則の詳細は、第 10章「XMLおよび
Oracle Internet File System」を参照してください。
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表 6-1に、PropertyBundle構成ファイルの各 XML要素を示します。この表は、Javaクラス
とその要素に対応する Oracle 9iFS Java APIの属性、各要素の使用方法および要素の有効な
XML属性を示しています。

Javaを使用したを使用したを使用したを使用した PropertyBundleの作成、変更および削除の作成、変更および削除の作成、変更および削除の作成、変更および削除
Oracle 9iFS Java APIには、PropertyBundleの操作用に、より確実なインタフェースが用意
されています。この Java APIには、PropertyBundleに格納された非定型データを操作する
ためのメソッドを持つ、クラス PropertyBundleおよび Propertyのセットが含まれていま
す。次の例に、Java APIで PropertyBundleを作成、変更および削除する方法を示します。

PropertyBundleを文字列で一意に参照できるように、PropertyBundleごとに ValueDefault
を作成することをお薦めします。次の例では、新規 PropertyBundle用の ValueDefaultを作
成する方法と、ValueDefaultを使用して PropertyBundleにアクセスする方法も示します。

表表表表 6-1 PropertyBundleのののの XML構成ファイルの要素構成ファイルの要素構成ファイルの要素構成ファイルの要素

要素要素要素要素 クラス情報クラス情報クラス情報クラス情報 属性属性属性属性 使用方法使用方法使用方法使用方法

<PROPERTYBUNDLE> PropertyBundleが PublicObjectのサ
ブクラス ApplicationObjectを拡張

PropertyBundle構成ファイルの
ルート要素。 
PropertyBundleクラスの名前に
対応する必要があります。

<PROPERTIES> PropertyBundleクラスの属性との直
接の対応関係はなし

PropertyBundleの Propertyの宣
言は、<PROPERTIES>要素で囲
む必要があります。

<PROPERTY> Propertyが SystemObjectを拡張 Action 各ポリシーは <PROPERTY>要素
で参照されます。

<NAME> LibraryObjectスーパークラスから継
承される、Propertyクラスの Name
属性

<NAME>要素は、まとまりの各
プロパティの名前を指定するため
に使用されます。      

<VALUE> Propertyクラスの Value属性 データ型
RefType

<VALUE>要素は、Propertyの値
を保持するために使用されます。
<VALUE>要素の Datatype属性
は、Propertyクラスの DataType
属性に対応します。

<VALUE>要素の RefType属性を
使用すると、既存のオブジェクト
（PublicObject、SystemObject、

SchemaObject、DirectoryObject）
を参照できます。
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例例例例 6-16 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した PropertyBundleの作成の作成の作成の作成

1. 値を一時的に保持するように PropertyBundleDefinitionを構成します。

PropertyBundleDefinition pbdef = new PropertyBundleDefinition(session);
pbdef.setAttribute(PropertyBundle.NAME_ATTRIBUTE,
   AttributeValue.newAttributeValue("Title Translation PropertyBundle"));

2. PropertyBundleDefinitionの addPropertyValue()メソッドを使用して、新規 Property
を定義します。

pbdef.addPropertyValue("English", AttributeValue.newAttributeValue("Guide"));

3. 新規 Propertyを追加するように PropertyDefinitionを構成します。

PropertyDefinition pd = new PropertyDefinition(session);
pd.setName("Italian");
pd.setValue(AttributeValue.newAttributeValue("Guida"));
pbdef.addPropertyDefinition(pd);

4. PropertyBundleDefinitionを LibrarySessionに渡して、新規の PropertyBundleおよび
Propertyインスタンスを作成します。

PropertyBundle pb = (PropertyBundle) session.createPublicObject(pbdef);

5. ValueDefaultに PropertyBundleを保持するように ValueDefaultPropertyBundleを作成
します。

ValueDefaultPropertyBundleDefinition vdpbd = 
    new ValueDefaultPropertyBundleDefinition(session);
vdpbd.setAttributeByUpperCaseName(ValueDefaultPropertyBundle.NAME_ATTRIBUTE,
                             AttributeValue.newAttributeValue(
                                  "TranslatedTitleValueDefaultPropertyBundle"));
vdpbd.setValue(pb);

ValueDefaultPropertyBundle vdpb = (ValueDefaultPropertyBundle) 
session.createPublicObject(vdpbd);

6. PropertyBundleを文字列で参照できるように ValueDefaultを作成します。
ValueDefaultは SchemaObjectを拡張するため、ValueDefaultを作成するには管理モー
ドを有効化する必要があります。

session.setAdministrationMode(true);

ValueDefaultDefinition vdd = new ValueDefaultDefinition(session);
vdd.setAttributeByUpperCaseName(ValueDefault.NAME_ATTRIBUTE,
                           AttributeValue.newAttributeValue(
                                "TranslatedTitleValueDefault"));
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ValueDefault vd = (ValueDefault) session.createSchemaObject(vdd);
vd.setValueDefaultPropertyBundle(vdpb);

例例例例 6-17 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した PropertyBundleの変更の変更の変更の変更

1. 変更する PropertyBundleを取得します。

Collection vdColl = session.getValueDefaultCollection();
ValueDefault vd = (ValueDefault) vdColl.getItems("TranslatedTitleValueDefault");
AttributeValue av = vd.getPropertyValue();
PropertyBundle pb = (PropertyBundle) av.getPublicObject(session);

2. PropertyBundleの新規 Propertyを追加します。

pb.putPropertyValue("Spanish", AttributeValue.newAttributeValue("Guida"));

3. PropertyBundleから新規 Propertyを削除します。

pb.removePropertyValue("Italian");

4. PropertyBundleの Propertyを変更します。

pb.putPropertyValue("English",
                    AttributeValue.newAttributeValue("Manual"));

例例例例 6-18 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した PropertyBundleの削除の削除の削除の削除

1. 変更する PropertyBundleを取得します。

Collection vdColl = session.getValueDefaultCollection();
ValueDefault vd = (ValueDefault) vdColl.getItems("TranslatedTitleValueDefault");
AttributeValue av = vd.getPropertyValue();
PropertyBundle pb = (PropertyBundle) av.getPublicObject(session);

2. ValueDefaultを削除します。管理モードを有効化している必要があります。

session.setAdministrationMode(true);
vd.free();

3. PropertyBundleを削除します。

pb.free();
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コンテンツ・タイプとインスタンスへのコンテンツ・タイプとインスタンスへのコンテンツ・タイプとインスタンスへのコンテンツ・タイプとインスタンスへの PropertyBundleの適用の適用の適用の適用
PropertyBundleは Oracle 9iFSに独立して存在し、アプリケーションで使用される他の
PublicObjectに対応付ける必要はありません。ただし、PropertyBundleを 1つ以上のコンテ
ンツ・タイプまたはその特定インスタンスに対応付けることができます。 

Oracle 9iFSでは、各コンテンツ・タイプとインスタンスは PropertyBundle属性を持ってい
ます。この属性で、特別なメタデータを適用する PropertyBundleを参照できます。
PropertyBundleをコンテンツ・タイプに対応付けるには、そのコンテンツ・タイプを表す
ClassObjectインスタンスの PropertyBundle属性の値を設定します。PropertyBundleをド
キュメントに対応付けるには、PropertyBundleを参照する Documentインスタンスの
PropertyBundle属性の値を設定します。PropertyBundleとコンテンツ・タイプまたはイン
スタンスとの対応付けを解除するには、PropertyBundle属性をNULLに設定します。

Oracle 9iFSでは、XML構成ファイルまたは Java APIを使用して、PropertyBundleをコン
テンツ・タイプおよびインスタンスに適用できます。以降にその方法を示します。

XMLを使用したを使用したを使用したを使用した PropertyBundleの適用の適用の適用の適用
XML構成ファイルを使用すると、次のようにいつでも PropertyBundleをコンテンツ・タイ
プおよびインスタンスに適用できます。

� 新規 PropertyBundleの作成時

� 新規コンテンツ・タイプまたはインスタンスの作成時

� PropertyBundle、コンテンツ・タイプまたはインスタンスが存在する場合

例例例例 6-19 XMLを使用した新規コンテンツ・タイプへの新規を使用した新規コンテンツ・タイプへの新規を使用した新規コンテンツ・タイプへの新規を使用した新規コンテンツ・タイプへの新規 PropertyBundleの適用の適用の適用の適用

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CLASSOBJECT>
    <NAME>Image</NAME>   
    <SUPERCLASS RefType = "Name">Document</SUPERCLASS>  
    <PROPERTYBUNDLE>
      <NAME>Title Translation PropertyBundle</NAME>
      <PROPERTIES>
        <PROPERTY>
          <NAME>English</NAME>
          <VALUE>Guide</VALUE>
        </PROPERTY>
        <PROPERTY>
          <NAME>Italian</NAME>
          <VALUE>Guida</VALUE>
        </PROPERTY>
      </PROPERTIES>
    </PROPERTYBUNDLE>
    <ATTRIBUTES>
        <ATTRIBUTE>
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            <NAME>Artists</NAME>
            <DATATYPE>Integer</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
     </ATTRIBUTES>
</CLASSOBJECT>

例例例例 6-20 XMLを使用した新規コンテンツ・タイプへの既存を使用した新規コンテンツ・タイプへの既存を使用した新規コンテンツ・タイプへの既存を使用した新規コンテンツ・タイプへの既存 PropertyBundleの適用の適用の適用の適用

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CLASSOBJECT>
    <NAME>Image</NAME>   
    <SUPERCLASS RefType = "Name">Document</SUPERCLASS>  
    <PROPERTYBUNDLE RefType = "ValueDefault">
      TranslatedTitleValueDefault
    </PROPERTYBUNDLE>
    <ATTRIBUTES>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>Artists</NAME>
            <DATATYPE>Integer</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
     </ATTRIBUTES>
</CLASSOBJECT>

例例例例 6-21 XMLを使用した既存コンテンツ・タイプへの既存を使用した既存コンテンツ・タイプへの既存を使用した既存コンテンツ・タイプへの既存を使用した既存コンテンツ・タイプへの既存 PropertyBundleの適用の適用の適用の適用

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CLASSOBJECT>
    <UPDATE RefType = "Name">IMAGE</UPDATE>
    <PROPERTYBUNDLE RefType = "ValueDefault">
        TranslatedTitleValueDefault
    </PROPERTYBUNDLE>
</CLASSOBJECT>

例例例例 6-22 XMLを使用した新規フォルダへの既存を使用した新規フォルダへの既存を使用した新規フォルダへの既存を使用した新規フォルダへの既存 PropertyBundleの適用の適用の適用の適用

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<FOLDER>
    <NAME>Collateral</NAME>   
    <PROPERTYBUNDLE RefType = "ValueDefault">
      TranslatedTitleValueDefault
    </PROPERTYBUNDLE>
</FOLDER>
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例例例例 6-23 XMLを使用した既存フォルダへの既存を使用した既存フォルダへの既存を使用した既存フォルダへの既存を使用した既存フォルダへの既存 PropertyBundleの適用の適用の適用の適用

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<FOLDER>
    <UPDATE RefType = "Path">/home/guest/Collateral</UPDATE>   
    <PROPERTYBUNDLE RefType = "ValueDefault">
      TranslatedTitleValueDefault
    </PROPERTYBUNDLE>
</FOLDER>

Javaを使用したコンテンツ・タイプおよびインスタンスへのを使用したコンテンツ・タイプおよびインスタンスへのを使用したコンテンツ・タイプおよびインスタンスへのを使用したコンテンツ・タイプおよびインスタンスへの
PropertyBundleの適用の適用の適用の適用
Java APIを使用すると、コンテンツ・タイプとインスタンスに対する PropertyBundleの適
用方法を厳密に制御できます。たとえば、インスタンスが特定の条件を満たしている場合
に、PropertyBundleをプログラムで適用できます。また、一方を作成できない場合はどちら
も作成されないように、PolicyPropertyBundleおよび PublicObjectを単一トランザクション
で作成することもできます。

例例例例 6-24 Javaを使用した新規コンテンツ・タイプへの新規を使用した新規コンテンツ・タイプへの新規を使用した新規コンテンツ・タイプへの新規を使用した新規コンテンツ・タイプへの新規 PropertyBundleの適用の適用の適用の適用

1. PropertyBundleを作成します。

  PropertyBundleDefinition pbDef = new PropertyBundleDefinition(session);
  pbDef.setAttributeByUpperCaseName(PropertyBundle.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("Title Translation PropertyBundle"));
  pbDef.addPropertyValue("English", AttributeValue.newAttributeValue("Guide"));
  pbDef.addPropertyValue("Italian", AttributeValue.newAttributeValue("Guida"));

  PropertyBundle pb = (PropertyBundle) session.createPublicObject(pbDef);

2. ClassObjectDefinitionを作成します。管理モードを有効化している必要があります。

  session.setAdministrationMode(true);

  ClassObjectDefinition coDef = new ClassObjectDefinition(session);
  coDef.setAttributeByUpperCaseName(ClassObject.NAME_ATTRIBUTE,
         AttributeValue.newAttributeValue("IMAGE"));
  ClassObject superClass = session.getClassObjectByName("DOCUMENT");
  coDef.setSuperclass(superClass);

注意注意注意注意 : Oracle 9iFSでトランザクションを管理する手順は、第 16章「セッ
ションおよびトランザクションの管理」を参照してください。
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3. ClassObjectDefinitionの PropertyBundle属性を、新規 PropertyBundleを参照するよう
に設定します。

  coDef.setAttributeByUpperCaseName(ClassObject.PROPERTYBUNDLE_ATTRIBUTE, 
          AttributeValue.newAttributeValue(pb));

  ClassObject classObj = (ClassObject) session.createSchemaObject(coDef);

例例例例 6-25 Javaを使用した既存コンテンツ・タイプへのを使用した既存コンテンツ・タイプへのを使用した既存コンテンツ・タイプへのを使用した既存コンテンツ・タイプへの PropertyBundleの適用の適用の適用の適用

1. ValueDefault経由で PropertyBundleをフェッチします。

Collection vdColl = session.getValueDefaultCollection();
ValueDefault vd = (ValueDefault) vdColl.getItems("TranslatedTitleValueDefault");
AttributeValue av = vd.getPropertyValue();
PropertyBundle pb = (PropertyBundle) av.getPublicObject(session);

2. ClassObjectをフェッチします。

ClassObject co = session.getClassObjectByName("IMAGE");

3. PropertyBundle属性を、PropertyBundleを参照するように設定します。管理モードを
有効化している必要があります。

session.setAdministrationMode(true);

co.setAttribute(ClassObject.PROPERTYBUNDLE_ATTRIBUTE,         
AttributeValue.newAttributeValue(pb));

例例例例 6-26 Javaを使用した新規フォルダへのを使用した新規フォルダへのを使用した新規フォルダへのを使用した新規フォルダへの PropertyBundleの適用の適用の適用の適用

1. ValueDefault経由で PropertyBundleをフェッチします。

Collection vdColl = session.getValueDefaultCollection();
ValueDefault vd = (ValueDefault) vdColl.getItems("TranslatedTitleValueDefault");
AttributeValue av = vd.getPropertyValue();
PropertyBundle pb = (PropertyBundle) av.getPublicObject(session);

FolderDefinition fd = new FolderDefinition(session);
fd.setAttributeByUpperCaseName(Folder.NAME_ATTRIBUTE, 
     AttributeValue.newAttributeValue("Collateral"));
fd.setAttributeByUpperCaseName(Folder.PROPERTYBUNDLE_ATTRIBUTE, 
     AttributeValue.newAttributeValue(pb));

Folder f = (Folder) session.createPublicObject(fd);
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PropertyBundleに基づく情報の検索に基づく情報の検索に基づく情報の検索に基づく情報の検索
Oracle 9iFS Java APIを使用すると、PropertyBundleの条件に基づいて情報を検索できます。
たとえば、ファイル拡張子 'ppt'に関連するすべての Propertyを検索するとします。Oracle 
9iFS Java APIでセレクタを構成し、データに基づいて Propertyを問い合せるアプリケー
ションを構築できます。 

また、値が Guideの Englishという Property持つすべての PublicObjectをフェッチするとし
ます。Oracle 9iFS Java APIを使用すると、PropertyBundleに基づいて PublicObjectに問合
せできます。問合せを構成するには、検索で Propertyおよび PublicObjectコンテンツ・タ
イプを結合する PropertyQualificationを含め、Propertyに関する追加の条件を含めます。

例例例例 6-27 セレクタを使用したセレクタを使用したセレクタを使用したセレクタを使用した Propertyのフェッチのフェッチのフェッチのフェッチ

1. Propertyを選択するには、管理モードを有効化する必要があります。

session.setAdministrationMode(true);

2. セレクタを構成します。

Selector s = new Selector(session);
s.setSearchClassname("PROPERTY");
s.setSearchSelection("NAME = 'ppt'");

3. 問合せを実行して各 Propertyを取得します。

LibraryObject[] props = s.getItems();

Property p;
int count = (props == null) ? 0 : props.length;
for (i = 0; i < count; i++)
{
   p = (Property) props[i];
}

注意注意注意注意 : セレクタと検索の作成手順の詳細は、第 8章「検索アプリケー
ションの構築」を参照してください。 
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例例例例 6-28 検索を使用した共通プロパティ・データに基づく全検索を使用した共通プロパティ・データに基づく全検索を使用した共通プロパティ・データに基づく全検索を使用した共通プロパティ・データに基づく全 PublicObjectの検索の検索の検索の検索

1. 問合せ条件を保持する SearchSpecificationを構成します。次の例には内容条件が含まれ
ていないため、AttributeSearchSpecificationを構成します。

AttributeSearchSpecification asp = new AttributeSearchSpecification();

2. SearchClassSpecificationを構成し、AttributeSearchSpecificationで設定します。

String[] searchClasses = {"PUBLICOBJECT"};
SearchClassSpecification scp = new SearchClassSpecification(searchClasses);
scp.addResultClass("PUBLICOBJECT");

asp.setSearchClassSpecification(scp);

3. Property条件を指定するように PropertyQualificationを構成します。

PropertyQualification pq = new PropertyQualification();
pq.setClassname("PUBLICOBJECT");
pq.setPropertyName("English");
pq.setOperatorType(AttributeQualification.EQUAL);
pq.setValue(AttributeValue.newAttributeValue("Guide"));
pq.setCaseIgnored(true);

asp.setSearchQualification(pq);

4. 検索を実行し、結果をループして条件を満たす LibraryObjectを取り出します。戻され
る LibraryObjectは、SearchClassSpecificationに指定したコンテンツ・タイプのもので
す。

Search srch = new Search(session, asp);
srch.open();

SearchResultObject sro = srch.next();
LibraryObject lo;

while (sro != null)
{
   lo = sro.getLibraryObject();
   try
   {
      sro = srch.next();
   }
   catch ( IfsException e)
   {
     if (e.getErrorCode() == 22000)
     {
       break;
     }
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     else
     {
       e.printStackTrace();
     }
   }
}
srch.close();

PolicyPropertyBundle
PolicyPropertyBundleには、アプリケーションによる特定の操作の実行方法について、ポリ
シーまたはビジネス・ルールを定義する手段が用意されています。ビジネス・ルールのロ
ジックは、カスタム Javaクラスで実装されます。ポリシーは、特定の操作がコールされた
時点でビジネス・ルールを実行する必要があることを示すように定義されます。ポリシー・
セットをまとめて、1つ以上のコンテンツ・タイプまたはインスタンスに対応付け、各オブ
ジェクトに対する操作の実行方法を示すすべてのポリシーを保持できます。その後、アプリ
ケーションで操作の実行を試みるときには、PolicyPropertyBundleを参照し、その操作のポ
リシーが定義されているかどうかを判断できます。ポリシーが定義されている場合、アプリ
ケーションでは、ビジネス・ルールを実装する Javaクラスを取得し、そのクラスを使用し
て操作を実行できます。

たとえば、Oracle 9iFSでは、PolicyPropertyBundleを使用してレンダリング・フレームワー
クを実装しています。 レンダリング・フレームワークには、開発者が Oracle 9iFSにより自動
的にコールされるレンダラを簡単にプラグインし、様々なプロトコルからフェッチされた時
点でコンテンツ・タイプのインスタンスを表示できるような手段が用意されています。たと
えば、開発者は、FTP経由でフェッチされた場合は XML形式で、SMB経由でフェッチされ
た場合は VCard形式で VCardインスタンスを表示するように、Oracle 9iFSを構成できま
す。このレンダラを構成するには、開発者は VCardコンテンツ・タイプの
PolicyPropertyBundleにポリシーを作成します。Policyにより、開発者が使用する必要のあ
る XMLレンダラの完全修飾名（'MyApplication.Renderers.MyXMLRenderer'など）に、操
作 'FtpContentRenderer'が対応付けられます。それ以降は、このコンテンツ・タイプのイン
スタンスがフェッチされるときに、各プロトコル・サーバーは特定の操作名をコールするよ
うにプログラムされます。Oracle 9iFSサーバーは、インスタンスのコンテンツ・タイプに対
応付けられている PolicyPropertyBundleを参照して、指定の操作にレンダラが対応付けられ
ているかどうかを判断します。対応付けられている場合は、Oracle 9iFSはその完全修飾名を
取り出し、インスタンスを処理対象のレンダラに渡して、結果をプロトコル・サーバーに渡
します。
6-30 Oracle Internet File System開発者リファレンス



PolicyPropertyBundle
PolicyPropertyBundleの使用の使用の使用の使用
PolicyPropertyBundleを使用すると、システム単位のタスク、コンテンツ・タイプの全イン
スタンスに対する操作または特定インスタンスに対する操作の実行に使用するポリシーを格
納できます。

� システム単位のシステム単位のシステム単位のシステム単位の PolicyPropertyBundle。PolicyPropertyBundleは、Oracle 9iFSに独立し
て存在できます。アプリケーションでは、PolicyPropertyBundleを参照し、特定のコン
テンツ・タイプやインスタンスに限定されていない操作を実行できます。

� コンテンツ・タイプのコンテンツ・タイプのコンテンツ・タイプのコンテンツ・タイプの PolicyPropertyBundle。PolicyPropertyBundleをコンテンツ・タ
イプの ClassObjectに対応付けて、そのコンテンツ・タイプの全インスタンスに対する
標準的なポリシーを定義できます。ClassObjectは PolicyBundle属性を持ち、この属性
はコンテンツ・タイプに対する操作の実行に使用される PolicyPropertyBundleを参照し
ます。

� インスタンスのインスタンスのインスタンスのインスタンスの PolicyPropertyBundle。PolicyPropertyBundleを使用すると、コンテン
ツ・タイプの特定インスタンスに対する操作を実行するためのポリシーを格納できま
す。各 PublicObjectは属性 PolicyBundleを持ち、この属性はそのポリシーを保持する
PolicyPropertyBundleを参照します。

PolicyPropertyBundleは Oracle 9iFSに独立して存在でき、通常はアプリケーションの処理
に使用されるため、PolicyPropertyBundleを ValueDefaultに対応付けると役立ちます。
PolicyPropertyBundleを ValueDefaultに対応付けると、文字列、つまり ValueDefaultの
UniqueNameで一意に参照できます。たとえば、XML構成ファイルでは、ValueDefaultの
UniqueNameを、PolicyPropertyBundleを参照する要素の値として指定できます（<Update 
RefType = "ValueDefault">MyPolicyPropertyBundleValueDefault</Update>など）。また、
Oracle 9iFS Java APIには、ValueDefault経由でオブジェクトを取得できるように特殊なメ
ソッドも用意されています（LibrarySession.getValueDefaultCollection()な
ど）。 

注意注意注意注意 : 現在、Oracle 9iFS Managerには PropertyBundleを定義するため
のインタフェースは用意されていません。ただし、PropertyBundle情報を
検索して表示することはできます。Oracle 9iFS Managerの検索インタ
フェースの使用方法は、『Oracle Internet File Systemセットアップおよび
管理ガイド』を参照してください。
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PolicyPropertyBundleの構造の構造の構造の構造
Oracle 9iFSでは、操作の各ポリシーは Policyコンテンツ・タイプのインスタンスとして定
義されます。Policyは、そのポリシーが適用される操作、ポリシーの動作を実装する Java 
Beanの完全修飾名およびポリシーを識別する列挙キーを格納するための属性を持ちます。

Policyは、PolicyPropertyBundleインスタンスによりまとめられます。
PolicyPropertyBundleコンテンツ・タイプは、PropertyBundleコンテンツ・タイプを拡張
します。したがって、PropertyBundleと同じ構造を持っています。ただし、この場合、
PropertyBundleの Propertyの値は Policyを参照します。 

図図図図 6-2 PolicyPropertyBundleオブジェクト・モデルオブジェクト・モデルオブジェクト・モデルオブジェクト・モデル

表表表表 6-2 ポリシーの属性ポリシーの属性ポリシーの属性ポリシーの属性

属性属性属性属性 使用方法使用方法使用方法使用方法

Name この Policyの名前。Oracle 9iFSの各永続オブジェクトには名前が
付いています。

Operation この Policyが適用される Oracle 9iFSサーバー操作の名前。

ImplementationName Javaクラスの完全修飾名。

ImplementationNum Policyを識別する列挙キー。（この属性は、レンダラのプラグイン
時には使用されません。）

注意注意注意注意 : PropertyBundleの構造の詳細は、「PropertyBundle」を参照して
ください。
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Oracle 9iFSのトップレベルのコンテンツ・タイプ LibraryObjectは、PolicyBundle属性を
持っています。この属性は、Oracle 9iFSのすべてのコンテンツ・タイプに継承されます。
ClassObjectインスタンスは、継承した属性を使用して、ClassObjectが表すコンテンツ・タ
イプの全インスタンスの処理に使用する PolicyPropertyBundleを対応付けることができま
す。PublicObjectインスタンスは、継承した属性を使用して、特定のインスタンスの操作に
対するポリシーの定義に使用する PolicyPropertyBundleを対応付けることができます。

PolicyPropertyBundleの定義の定義の定義の定義
カスタム・アプリケーションによる操作の実行方法に関するポリシーを実装するには、次を
定義する必要があります。

1. 操作名操作名操作名操作名。  アプリケーションで実行対象となる特定タスクの参照に使用する操作を定義し
ます。

2. ポリシーの実装クラスポリシーの実装クラスポリシーの実装クラスポリシーの実装クラス。  操作に対するポリシーの動作を実装する Javaクラスを作成し
ます。 

3. PolicyPropertyBundle。カスタム操作を、ポリシーを実装する Javaクラスに対応付け
る PolicyPropertyBundleを作成します。

4. カスタム・アプリケーション・ロジックカスタム・アプリケーション・ロジックカスタム・アプリケーション・ロジックカスタム・アプリケーション・ロジック。 PolicyPropertyBundleを使用してタスクの実
行時に非定型動作を適用する、特別なロジックをカスタム・アプリケーションに組み込
むことができます。アプリケーション・クライアントでは、実行する操作を指定できま
す。アプリケーション・サーバーでは、操作を受け取るときに、Javaクラスを参照し、
そのクラスを使用して操作を実行します。

この項では、Javaクラスをカスタム操作に対応付ける PolicyPropertyBundleを定義する手
順について説明します。ポリシーの動作やカスタム・アプリケーション・ロジックを実装す
る Javaクラスは、アプリケーションに固有のため、その構築方法については説明しません。
Oracle 9iFSでは、この種の Javaクラスの作成に特別な要件は適用されません。 

Oracle 9iFS SDKでは、PolicyPropertyBundleを複数の方法で定義できます。

� XML。Oracle 9iFSへのインポート時に PolicyPropertyBundleを自動的に定義する XML
ファイルを作成します。

� Java。Oracle 9iFS Java API経由で PolicyPropertyBundleをプログラムで定義します。

注意注意注意注意 : 現在、Oracle 9iFS Managerには PolicyPropertyBundleを定義する
ためのインタフェースは用意されていません。ただし、
PolicyPropertyBundle情報を検索して表示することはできます。

Oracle 9iFS Managerの検索インタフェースの使用方法は、『Oracle 
Internet File Systemセットアップおよび管理ガイド』を参照してくださ
い。
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XMLを使用したを使用したを使用したを使用した PolicyPropertyBundleの作成および変更の作成および変更の作成および変更の作成および変更
XMLファイルを使用して、Oracle 9iFSで PolicyPropertyBundleを定義できます。XML
ファイルを Oracle 9iFSにインポートすると、IfsSimpleXmlParserでは自動的にそのファイ
ルが使用され、PolicyPropertyBundleインスタンスが作成または変更されます。Oracle 9iFS
では、XMLを使用した PolicyPropertyBundleの削除はサポートされていません。

PolicyPropertyBundleを文字列で一意に参照できるように、PolicyPropertyBundleごとに
ValueDefaultを作成することをお薦めします。次の例に、XMLの <OBJECTLIST>タグを使
用して XMLファイルに PolicyPropertyBundleと ValueDefaultを作成する方法と、
ValueDefaultを使用して XMLファイルで PolicyPropertyBundleを更新する方法を示しま
す。 

例例例例 6-29 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した PolicyPropertyBundleの作成の作成の作成の作成

<?xml version='1.0' standalone='yes'?>
<OBJECTLIST>
 <POLICYPROPERTYBUNDLE>
   <NAME>Delivery Policies PolicyPropertyBundle</NAME>
   <POLICIES>
     <PROPERTY>
       <NAME>Fax</NAME>
       <VALUE Datatype="SystemObject" ClassName="Policy">
           <NAME>FaxPolicy</NAME>
           <OPERATION>SendByFax</OPERATION>
           <IMPLEMENTATIONNAME>
              MyCompany.MyApp.DeliveryServers.FaxServer
           </IMPLEMENTATIONNAME>
           <IMPLEMENTATIONENUM>1</IMPLEMENTATIONENUM>
       </VALUE>
     </PROPERTY>
     <PROPERTY>
       <NAME>Print</NAME>
       <VALUE Datatype="SystemObject" ClassName="Policy">
           <NAME>PrintPolicy</NAME>
           <OPERATION>SendByPrinter</OPERATION>
           <IMPLEMENTATIONNAME>
              MyCompany.MyApp.DeliveryServers.PrintServer
           </IMPLEMENTATIONNAME>
           <IMPLEMENTATIONENUM>2</IMPLEMENTATIONENUM>
       </VALUE>
     </PROPERTY>
   </POLICIES>
 </POLICYPROPERTYBUNDLE>

 <VALUEDEFAULT>
   <NAME>DeliveryPoliciesValueDefault</NAME>
   <VDVALUE Datatype="PublicObject" ClassName = "PolicyPropertyBundle" 
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     RefType = "Name">
        Delivery Policies PolicyPropertyBundle
   </VDVALUE>
 </VALUEDEFAULT>
</OBJECTLIST>

例例例例 6-30 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した PolicyPropertyBundleへのへのへのへの Policyの追加の追加の追加の追加

<?xml version='1.0' standalone='yes'?>
 <POLICYPROPERTYBUNDLE>
  <UPDATE RefType='ValueDefault'>DeliveryPoliciesValueDefault</UPDATE>
   <POLICIES>
    <PROPERTY Action = 'add'>
     <NAME>Mail</NAME>
      <VALUE Datatype = 'SystemObject' ClassName="Policy">
           <NAME>MailPolicy</NAME>
           <OPERATION>SendByMail</OPERATION>
           <IMPLEMENTATIONNAME>
              MyCompany.MyApp.DeliveryServers.MailServer
           </IMPLEMENTATIONNAME>
           <IMPLEMENTATIONENUM>2</IMPLEMENTATIONENUM>
       </VALUE>
   </PROPERTY>
  </POLICIES>
 </POLICYPROPERTYBUNDLE>

例例例例 6-31 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した PolicyPropertyBundleからのからのからのからの Policyの削除の削除の削除の削除

<?xml version='1.0' standalone='yes'?>
 <POLICYPROPERTYBUNDLE>
   <UPDATE RefType='ValueDefault'>DeliveryPoliciesValueDefault</UPDATE>
   <POLICIES>
    <PROPERTY Action = 'remove'>
      <NAME>Fax</NAME>
    </PROPERTY>
  </POLICIES>
 </POLICYPROPERTYBUNDLE>

例例例例 6-32 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した Policy の変更の変更の変更の変更

<?xml version='1.0' standalone='yes'?>
 <POLICY>
    <UPDATE RefType = "Name">MailPolicy</UPDATE>
    <IMPLEMENTATIONENUM>1</IMPLEMENTATIONENUM>
 </POLICY>
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XML構成ファイルの各要素を使用して、PolicyPropertyBundleおよび Policyインスタンス
の属性の値を指定します。 

表 6-3に、PolicyPropertyBundle構成ファイルの各 XML要素を示します。この表は、Java
クラスとその要素に対応する Oracle 9iFS Java APIの属性、各要素の使用方法および要素の
有効な XML属性を示しています。

表表表表 6-3 PolicyPropertyBundleのののの XML構成ファイルの要素構成ファイルの要素構成ファイルの要素構成ファイルの要素

要素要素要素要素 クラス情報クラス情報クラス情報クラス情報 属性属性属性属性 使用方法使用方法使用方法使用方法

<POLICYPROPERTYBUNDLE> PolicyPropertyBundleは
PublicObjectのサブクラス
ApplicationObjectを拡張

PolicyPropertyBundle構成ファ
イルのルート要素。
PolicyPropertyBundleクラスの
名前に対応する必要があります。

<POLICIES> PolicyPropertyBundleクラスの
属性との直接の対応関係はなし

PolicyPropertyBundleの
Propertyの宣言は、
<POLICIES>要素で囲む必要が
あります。

<PROPERTY> Propertyが SystemObjectを拡張 Action 各ポリシーは <PROPERTY>要
素で参照されます。

<NAME> LibraryObjectスーパークラスか
ら継承される、Propertyクラス
の Name属性

<NAME>要素は、まとまりの各
プロパティの名前を指定するた
めに使用されます。      

<VALUE> Propertyクラスの Value属性 データ型
RefType

<VALUE>要素は、Propertyが
参照する Policyを保持するため
に使用されます。 

<VALUE>要素の Datatype属性
は、Propertyクラスの DataType
属性に対応します。
PolicyPropertyBundleの場合、
Valueは SystemObjectを拡張す
る Policyを参照するため、
Datatypeは常に SystemObjectで
す。

<VALUE>要素の RefType属性
を使用すると、既存の Policyを
参照できます。

<POLICY> Policyが SystemObjectを拡張 <POLICY>要素は Policyの宣言
を保持します。
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Javaを使用したを使用したを使用したを使用した PolicyPropertyBundleの作成、変更および削除の作成、変更および削除の作成、変更および削除の作成、変更および削除
Oracle 9iFS Java APIを使用して PolicyPropertyBundleを定義することもできます。この
Java APIには、各ポリシーに定義されている操作とポリシー実装クラスを操作するためのメ
ソッドが用意されています。

例例例例 6-33 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した PolicyPropertyBundleの作成の作成の作成の作成

1. Policyを作成するには、管理モードを有効化する必要があります。

session.setAdministrationMode(true);

2. PolicyPropertyBundle内で各 Policyを構成します。

PolicyDefinition poldef = new PolicyDefinition(session);
poldef.setAttributeByUpperCaseName(Policy.NAME_ATTRIBUTE,
     AttributeValue.newAttributeValue("FaxPolicy"));
poldef.setAttributeByUpperCaseName(Policy.OPERATION_ATTRIBUTE,
     AttributeValue.newAttributeValue("SendByFax"));
poldef.setAttributeByUpperCaseName(Policy.IMPLEMENTATIONNAME_ATTRIBUTE,
     AttributeValue.newAttributeValue(
        "MyCompany.MyApp.DeliveryServers.FaxServer"));
Policy pol1 = (Policy) session.createSystemObject(poldef);

poldef.setAttributeByUpperCaseName(Policy.NAME_ATTRIBUTE,
     AttributeValue.newAttributeValue("PrintPolicy"));
poldef.setAttributeByUpperCaseName(Policy.OPERATION_ATTRIBUTE,
     AttributeValue.newAttributeValue("SendByPrinter"));
poldef.setAttributeByUpperCaseName(Policy.IMPLEMENTATIONNAME_ATTRIBUTE,
     AttributeValue.newAttributeValue(
        "MyCompany.MyApp.DeliveryServers.PrintServer"));
Policy pol2 = (Policy) session.createSystemObject(poldef);

<NAME> LibraryObjectスーパークラスか
ら継承される、Policyクラスの
Name属性

この Policyの名前。

<OPERATION> Policyクラスの Operation属性 <OPERATION>要素は、ポリ
シーが定義される操作を指定す
るために使用されます。

<IMPLEMENTATIONNAME> Policyクラスの
ImplementationName属性

ポリシーの動作を実装する Java
クラスの完全修飾名。

<IMPLEMENTATIONNUM> Policyクラスの
ImplementationNum属性

Policyを列挙する整数。

表表表表 6-3 PolicyPropertyBundleのののの XML構成ファイルの要素構成ファイルの要素構成ファイルの要素構成ファイルの要素（続き）（続き）（続き）（続き）

要素要素要素要素 クラス情報クラス情報クラス情報クラス情報 属性属性属性属性 使用方法使用方法使用方法使用方法
任意のメタデータと動作の適用 6-37



PolicyPropertyBundle
3. 値を一時的に保持するように PolicyPropertyBundleDefinitionを構成します。

PolicyPropertyBundleDefinition ppbdef = 
    new PolicyPropertyBundleDefinition(session);
ppbdef.setAttributeByUpperCaseName(PolicyPropertyBundle.NAME_ATTRIBUTE,
    AttributeValue.newAttributeValue("Delivery Policies PolicyPropertyBundle"));
ppbdef.addPropertyValue("Fax", AttributeValue.newAttributeValue(pol1));
ppbdef.addPropertyValue("Print", AttributeValue.newAttributeValue(pol2));

4. PolicyPropertyBundleDefinitionを LibrarySessionに渡して、新規の
PolicyPropertyBundleおよび Policyインスタンスを作成します。

PolicyPropertyBundle ppb = 
    (PolicyPropertyBundle) session.createPublicObject(ppbdef);
         
5. ValueDefaultに PolicyPropertyBundleを保持するように ValueDefaultPropertyBundle
を作成します。

ValueDefaultPropertyBundleDefinition vdpbd = 
    new ValueDefaultPropertyBundleDefinition(session);
vdpbd.setAttributeByUpperCaseName(ValueDefaultPropertyBundle.NAME_ATTRIBUTE,
    AttributeValue.newAttributeValue(
        "DeliveryPoliciesValueDefaultPropertyBundle"));
vdpbd.setValue(ppb);

ValueDefaultPropertyBundle vdpb = 
    (ValueDefaultPropertyBundle) session.createPublicObject(vdpbd);

6. PolicyPropertyBundleを文字列で参照できるように ValueDefaultを作成します。

ValueDefaultDefinition vdd = new ValueDefaultDefinition(session);
vdd.setAttributeByUpperCaseName(ValueDefault.NAME_ATTRIBUTE,
    AttributeValue.newAttributeValue(
       "DeliveryPoliciesValueDefault"));

ValueDefault vd = (ValueDefault) session.createSchemaObject(vdd);
vd.setValueDefaultPropertyBundle(vdpb);

例例例例 6-34 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した PolicyPropertyBundleの変更の変更の変更の変更

1. 変更する PolicyPropertyBundleを取得します。

Collection vdColl = session.getValueDefaultCollection();
ValueDefault vd = (ValueDefault)vdColl.getItems("DeliveryPoliciesValueDefault");
AttributeValue av = vd.getPropertyValue();
PolicyPropertyBundle ppb = (PolicyPropertyBundle) av.getPublicObject(session);
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2. PolicyPropertyBundleに新規 Policyを追加します。

PolicyDefinition poldef = new PolicyDefinition(session);
poldef.setAttributeByUpperCaseName(Policy.NAME_ATTRIBUTE,
     AttributeValue.newAttributeValue("MailPolicy"));
poldef.setAttributeByUpperCaseName(Policy.OPERATION_ATTRIBUTE,
     AttributeValue.newAttributeValue("SendByMail"));
poldef.setAttributeByUpperCaseName(Policy.IMPLEMENTATIONNAME_ATTRIBUTE,
     AttributeValue.newAttributeValue(
        "MyCompany.MyApp.DeliveryServers.MailServer"));
Policy pol = session.createSystemObject(poldef);

ppb.putPropertyValue("Spanish", AttributeValue.newAttributeValue(pol));

3. PropertyBundleから新規 Propertyを削除します。

ppb.removePropertyValue("Fax");

4. PropertyBundleの Policyを変更します。

AttributeValue av = ppb.getPropertyValue("Mail");
Policy pol = (Policy) av.getSystemObject(session);
pol.setImplementationEnum(1);

例例例例 6-35 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した PolicyPropertyBundleの削除の削除の削除の削除

1. ValueDefaultから削除する PolicyPropertyBundleを取得します。

Collection vdColl = session.getValueDefaultCollection();
ValueDefault vd = 
      (ValueDefault) vdColl.getItems("DeliveryPoliciesValueDefault");
ValueDefaultPropertyBundle vdpb = vd.getValueDefaultPropertyBundle();
AttributeValue av = vd.getPropertyValue();
PolicyPropertyBundle ppb = (PolicyPropertyBundle) av.getPublicObject(session);

2. PolicyPropertyBundleの Policyを取得します。

Property[] props = ppb.getProperties();
int count = (props == null) ? 0 : props.length;

3. 初に Policyを削除します。Policyを削除するには、管理モードを有効化する必要があ
ります。

session.setAdministrationMode(true);
int i;
Policy p;
for (i = 0; i < count; i++)
{
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  p = (Policy) props[i].getValue().getSystemObject(session);
  p.free();
}
4. PolicyPropertyBundleを削除します。

ppb.free();

5. ValueDefaultと ValueDefaultPropertyBundleを削除します。

vd.free();
vdpb.free();

コンテンツ・タイプとインスタンスへのコンテンツ・タイプとインスタンスへのコンテンツ・タイプとインスタンスへのコンテンツ・タイプとインスタンスへの PolicyPropertyBundleの適用の適用の適用の適用
PolicyPropertyBundleは Oracle 9iFSに独立して存在し、アプリケーションで使用される他
の PublicObjectに対応付ける必要はありません。ただし、PolicyPropertyBundleを 1つ以上
のコンテンツ・タイプまたはその特定インスタンスに対応付けて、そのオブジェクトに対し
て限定的に実行される操作に関するカスタム・ポリシーを定義できます。 

Oracle 9iFSでは、各コンテンツ・タイプおよびインスタンスは PolicyBundle属性を持ち、
この属性で PolicyPropertyBundleを参照できます。PolicyPropertyBundleをコンテンツ・
タイプに対応付けるには、そのコンテンツ・タイプを表す ClassObjectインスタンスの
PolicyBundle属性の値を設定します。PolicyPropertyBundleをドキュメントに対応付けるに
は、PolicyPropertyBundleを参照する Documentインスタンスの PolicyBundle属性の値を
設定します。PolicyPropertyBundleとコンテンツ・タイプまたはインスタンスとの対応付け
を解除するには、PolicyBundle属性を NULLに設定します。

Oracle 9iFSでは、XML構成ファイルまたは Java APIを使用して、PolicyPropertyBundleを
コンテンツ・タイプおよびインスタンスに適用できます。 

XMLを使用したを使用したを使用したを使用した PolicyPropertyBundleの適用の適用の適用の適用
XML構成ファイルを使用すると、次のようにいつでも PolicyPropertyBundleをコンテン
ツ・タイプおよびインスタンスに適用できます。

� 新規 PolicyPropertyBundleの作成時

� 新規コンテンツ・タイプまたはインスタンスの作成時

� PolicyPropertyBundle、コンテンツ・タイプまたはインスタンスが存在する場合

例例例例 6-36 XMLを使用した新規コンテンツ・タイプへの新規を使用した新規コンテンツ・タイプへの新規を使用した新規コンテンツ・タイプへの新規を使用した新規コンテンツ・タイプへの新規 PolicyPropertyBundleの適用の適用の適用の適用

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CLASSOBJECT>
    <NAME>Image</NAME>   
    <SUPERCLASS RefType = "Name">Document</SUPERCLASS>  
    <POLICYBUNDLE>
     <NAME>Delivery Policies PolicyPropertyBundle</NAME>
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     <POLICIES>
      <PROPERTY>
       <NAME>Fax</NAME>
       <VALUE Datatype="SystemObject" ClassName="Policy">
           <NAME>FaxPolicy</NAME>
           <OPERATION>SendByFax</OPERATION>
           <IMPLEMENTATIONNAME>
              MyCompany.MyApp.DeliveryServers.FaxServer
           </IMPLEMENTATIONNAME>
           <IMPLEMENTATIONENUM>1</IMPLEMENTATIONENUM>
       </VALUE>
      </PROPERTY>
      <PROPERTY>
       <NAME>Print</NAME>
       <VALUE Datatype="SystemObject" ClassName="Policy">
           <NAME>PrintPolicy</NAME>
           <OPERATION>SendByPrinter</OPERATION>
           <IMPLEMENTATIONNAME>
              MyCompany.MyApp.DeliveryServers.PrintServer
           </IMPLEMENTATIONNAME>
           <IMPLEMENTATIONENUM>2</IMPLEMENTATIONENUM>
       </VALUE>
      </PROPERTY>
     </POLICIES>
    </POLICYBUNDLE>
    <ATTRIBUTES>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>Artists</NAME>
            <DATATYPE>DirectoryObject_Array</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
     </ATTRIBUTES>
</CLASSOBJECT>

例例例例 6-37 XMLを使用した新規コンテンツ・タイプへの既存を使用した新規コンテンツ・タイプへの既存を使用した新規コンテンツ・タイプへの既存を使用した新規コンテンツ・タイプへの既存 PropertyBundleの適用の適用の適用の適用

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CLASSOBJECT>
    <NAME>Image</NAME>   
    <SUPERCLASS RefType = "Name">Document</SUPERCLASS>  
    <POLICYBUNDLE RefType = "ValueDefault">
         DeliveryPoliciesValueDefault
    </POLICYBUNDLE>
    <ATTRIBUTES>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>Artists</NAME>
            <DATATYPE>DirectoryObject_Array</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
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     </ATTRIBUTES>
</CLASSOBJECT>

例例例例 6-38 XMLを使用した既存コンテンツ・タイプへの既存を使用した既存コンテンツ・タイプへの既存を使用した既存コンテンツ・タイプへの既存を使用した既存コンテンツ・タイプへの既存 PropertyBundleの適用の適用の適用の適用

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CLASSOBJECT>
    <UPDATE RefType = "Name">IMAGE</UPDATE>
    <POLICYBUNDLE RefType = "ValueDefault">
      DeliveryPoliciesValueDefault
    </POLICYBUNDLE>
</CLASSOBJECT>

Javaを使用したコンテンツ・タイプおよびインスタンスへのを使用したコンテンツ・タイプおよびインスタンスへのを使用したコンテンツ・タイプおよびインスタンスへのを使用したコンテンツ・タイプおよびインスタンスへの
PolicyPropertyBundleの適用の適用の適用の適用
Java APIを使用すると、コンテンツ・タイプとインスタンスに対する PolicyPropertyBundle
の適用方法を厳密に制御できます。たとえば、インスタンスが特定の条件を満たしている場
合に、PolicyPropertyBundleをプログラムで適用できます。また、一方を作成できない場合
はどちらも作成されないように、PolicyPropertyBundleおよび PublicObjectを単一トランザ
クションで作成することもできます。

例例例例 6-39 Javaを使用した新規コンテンツ・タイプへの新規を使用した新規コンテンツ・タイプへの新規を使用した新規コンテンツ・タイプへの新規を使用した新規コンテンツ・タイプへの新規 PolicyPropertyBundleの適用の適用の適用の適用

1. PolicyPropertyBundle内で各 Policyを構成します。

PolicyDefinition poldef = new PolicyDefinition(session);
poldef.setAttributeByUpperCaseName(Policy.NAME_ATTRIBUTE,
       AttributeValue.newAttributeValue("FaxPolicy"));
poldef.setAttributeByUpperCaseName(Policy.OPERATION_ATTRIBUTE,
       AttributeValue.newAttributeValue("SendByFax"));
poldef.setAttributeByUpperCaseName(Policy.IMPLEMENTATIONNAME_ATTRIBUTE,
       AttributeValue.newAttributeValue(
         "MyCompany.MyApp.DeliveryServers.FaxServer"));
Policy pol1 = (Policy) session.createSystemObject(poldef);

poldef.setAttributeByUpperCaseName(Policy.NAME_ATTRIBUTE,
       AttributeValue.newAttributeValue("PrintPolicy"));
poldef.setAttributeByUpperCaseName(Policy.OPERATION_ATTRIBUTE,
       AttributeValue.newAttributeValue("SendByPrinter"));
poldef.setAttributeByUpperCaseName(Policy.IMPLEMENTATIONNAME_ATTRIBUTE,
       AttributeValue.newAttributeValue(

注意注意注意注意 : Oracle 9iFSでトランザクションを管理する手順は、第 16章「セッ
ションおよびトランザクションの管理」を参照してください。 
6-42 Oracle Internet File System開発者リファレンス



PolicyPropertyBundle
         "MyCompany.MyApp.DeliveryServers.PrintServer"));
Policy pol2 = (Policy) session.createSystemObject(poldef);

2. PolicyPropertyBundleを作成します。

PolicyPropertyBundleDefinition ppbdef = 
       new PolicyPropertyBundleDefinition(session);
ppbdef.setAttributeByUpperCaseName(PolicyPropertyBundle.NAME_ATTRIBUTE,
       AttributeValue.newAttributeValue(
         "Delivery Policies PolicyPropertyBundle"));
ppbdef.addPropertyValue("Fax", AttributeValue.newAttributeValue(pol1));
ppbdef.addPropertyValue("Print", AttributeValue.newAttributeValue(pol2));

3. PolicyPropertyBundleDefinitionを LibrarySessionに渡して、新規の
PolicyPropertyBundleおよび Policyインスタンスを作成します。

PolicyPropertyBundle ppb = 
      (PolicyPropertyBundle) session.createPublicObject(ppbdef);

4. ClassObjectDefinitionを作成します。

ClassObjectDefinition codef = new ClassObjectDefinition(session);
codef.setAttributeByUpperCaseName(ClassObject.NAME_ATTRIBUTE,
      AttributeValue.newAttributeValue("IMAGE"));
ClassObject superClass = session.getClassObjectByName("DOCUMENT");
codef.setSuperclass(superClass);

5. ClassObjectDefinitionの PropertyBundle属性を、新規 PropertyBundleを参照するよう
に設定します。

codef.setAttributeByUpperCaseName(ClassObject.POLICYBUNDLE_ATTRIBUTE, 
      AttributeValue.newAttributeValue(ppb));
ClassObject classObj = (ClassObject) session.createSchemaObject(codef);

例例例例 6-40 Javaを使用した既存コンテンツ・タイプへのを使用した既存コンテンツ・タイプへのを使用した既存コンテンツ・タイプへのを使用した既存コンテンツ・タイプへの PolicyPropertyBundleの適用の適用の適用の適用

1. ValueDefault経由で PolicyPropertyBundleをフェッチします。

Collection vdColl = session.getValueDefaultCollection();
ValueDefault vd = 
       (ValueDefault) vdColl.getItems("DeliveryPoliciesValueDefault");
AttributeValue av = vd.getPropertyValue();
PolicyPropertyBundle ppb = (PolicyPropertyBundle) av.getPublicObject(session);

2. ClassObjectをフェッチします。

ClassObject co = session.getClassObjectByName("IMAGE");
任意のメタデータと動作の適用 6-43



Relationship
3. PropertyBundle属性を、PropertyBundleを参照するように設定します。管理モードを
有効化している必要があります。

session.setAdministrationMode(true);
co.setAttribute(ClassObject.POLICYBUNDLE_ATTRIBUTE,
    AttributeValue.newAttributeValue(ppb));

例例例例 6-41 Javaを使用した新規フォルダへのを使用した新規フォルダへのを使用した新規フォルダへのを使用した新規フォルダへの PolicyPropertyBundleの適用の適用の適用の適用

1. ValueDefault経由で PropertyBundleをフェッチします。

Collection vdColl = session.getValueDefaultCollection();
ValueDefault vd = 
     (ValueDefault) vdColl.getItems("DeliveryPoliciesValueDefault");
AttributeValue av = vd.getPropertyValue();
PolicyPropertyBundle ppb = (PolicyPropertyBundle) av.getPublicObject(session);

FolderDefinition fd = new FolderDefinition(session);
fd.setAttributeByUpperCaseName(Folder.NAME_ATTRIBUTE, 
     AttributeValue.newAttributeValue("Collateral"));
fd.setAttributeByUpperCaseName(Folder.POLICYBUNDLE_ATTRIBUTE, 
     AttributeValue.newAttributeValue(ppb));

Folder f = (Folder) session.createPublicObject(fd);

Relationship
Oracle 9iFSでは、ドキュメント、フォルダおよび他のタイプの情報を管理できるのみでな
く、それぞれの間の対応付けも管理できます。Oracle 9iFSには、オブジェクトを関連付ける
ための 3つの方法が用意されています。

� オブジェクト型属性オブジェクト型属性オブジェクト型属性オブジェクト型属性。PublicObjectの属性の値で、他の PublicObjectまたはその配列を
参照できます。属性のデータ型は、PublicObject、SystemObject、SchemaObject、
PublicObject_Array、SystemObject_Arrayまたは SchemaObject_Arrayのうち、どれで
もかまいません。この方法は、1対 1または 1対多の対応付けに適しています。
PublicObjectは IDで索引付けされるため、このモデルを使用すると左から右へと効率
的に横断できます。また、属性に索引を付けて、右から左への対応付けを効率的に横断
することもできます。 

注意注意注意注意 : Attributeの操作を定義する方法の詳細は、第 5章「コンテンツ・
タイプと属性の拡張」を参照してください。
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� PropertyBundle。同様に、PublicObjectの PropertyBundle内の Propertyの値で、別の
PublicObjectまたはその配列を参照することもできます。PropertyBundleは、比較的静
的なオブジェクト・グループを定義して、複数の PublicObjectに対応付ける場合に適し
ています。PropertyBundleは、横断と操作が他の方法ほど簡単ではありません。 

� Relationship。  Oracle 9iFSには Relationshipコンテンツ・タイプが含まれており、多対
多の対応付けをモデル化するときに使用されます。Relationshipは、2つの
PublicObject間の単方向（つまり左から右へ）の対応付けを定義します。1つの
PublicObjectを、関係の RightObjectまたは LeftObjectとして複数の PublicObjectに対
応付けることができます。Relationshipにより、対応付けの一方向への横断が簡単で効
率的になります。Relationshipコンテンツ・タイプを拡張し、関係のコンテキスト内で
PublicObjectに関連する属性と動作を含めることができます。 

Relationshipを使用すると、複合ドキュメントのように複合タイプの情報をモデル化できま
す。複合ドキュメントは複数のコンポーネントで構成され、各コンポーネントは複数の複合
ドキュメントで再使用できます。各種の複合ドキュメントで、OLE、Hurlsおよび独自の定
義ファイル（つまり FrameMaker .bkファイル）など、コンポーネント間の関係の管理
に、それぞれ異なる方法を使用できます。各種複合ドキュメントの管理に必要な属性とメ
ソッドを持つ、カスタム・タイプの関係を定義できます。

新しい新しい新しい新しい Relationshipタイプの定義タイプの定義タイプの定義タイプの定義
新しい Relationshipタイプを定義するには、カスタム・コンテンツ・タイプを定義する場合
と同じ手順で操作する必要があります。他のコンテンツ・タイプの場合と同様に、
Relationshipタイプを表す SchemaObjectインスタンスのセットを作成します。また、Java
クラスを実装して、Relationshipタイプのカスタム動作を定義することもできます。ただし、
新規 Relationshipタイプを定義するためにカスタム Javaクラスを実装する必要はありませ
ん。その後、SchemaObjectを編集または削除して、Relationshipタイプを変更したり削除で
きます。このような開発タスクは、Java API、XMLファイルまたは Oracle 9iFS Managerを
使用して実行できます。 

注意注意注意注意 : PropertyBundleの操作方法の詳細は、「PropertyBundle」を参照
してください。

注意注意注意注意 : カスタム・コンテンツ・タイプを作成、変更および削除する手順
の詳細は、第 5章「コンテンツ・タイプと属性の拡張」および第 17章
「コンテンツ・タイプの動作のカスタマイズ」を参照してください。すで
にこの 2つの章を読んでいる場合は、この項で Javaと XMLを使用して
Relationshipタイプを作成、変更および削除する方法をすばやく確認でき
ます。
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Relationshipタイプの作成タイプの作成タイプの作成タイプの作成
新しい Relationshipタイプを作成するには、Relationshipを拡張する新規コンテンツ・タイ
プを作成し、そのタイプの対応付けの管理に必要な属性とメソッドを追加します。たとえ
ば、Relationshipを拡張する新しい関係 BookRelationshipを作成し、拡張属性
ComponentLabelを含めることができます。 

新規 Relationshipタイプを定義する手順は、次のとおりです。

� 管理権限を持っているかどうかを確認します。XML構成ファイルを使用する場合は、
そのファイルを管理者としてインポートします。Java APIを使用する場合は、Oracle 
9iFSでのセッション用に管理モードを有効化します。

� Relationshipタイプを表す ClassObjectのインスタンスを作成します。

� Relationshipタイプに関連する各属性を表す Attributeのインスタンスを作成します。

� Relationshipタイプ用のカスタム Javaクラスを作成し、カスタム・メソッドを定義しま
す。

例例例例 6-42 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した Relationshipタイプの作成タイプの作成タイプの作成タイプの作成

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CLASSOBJECT>
    <NAME>BookRelationship</NAME>   
    <SUPERCLASS RefType = "Name">Relationship</SUPERCLASS>  
    <DESCRIPTION>Relationships between a Book and its components.</DESCRIPTION>
    <ATTRIBUTES>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>ComponentLabel</NAME>
            <DATATYPE>String</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
    </ATTRIBUTES>
</CLASSOBJECT>

注意注意注意注意 : Relationshipタイプの Javaクラスを拡張する方法は、第 17章「コ
ンテンツ・タイプの動作のカスタマイズ」を参照してください。

注意注意注意注意 : Relationshipタイプの作成に使用する XMLファイルの各要素の詳
細は、第 5章「コンテンツ・タイプと属性の拡張」を参照してください。
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例例例例 6-43 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した Relationshipタイプの作成タイプの作成タイプの作成タイプの作成

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. Relationshipタイプを表す ClassObjectの値を保持する ClassObjectDefinitionを作成し
ます。

ClassObjectDefinition codef = new ClassObjectDefinition(session);
codef.setAttributeByUpperCaseName(ClassObject.NAME_ATTRIBUTE,
     AttributeValue.newAttributeValue("BookRelationship"));

3. 新規 Relationshipタイプで Relationshipコンテンツ・タイプを拡張するように指定しま
す。

ClassObject catco = session.getClassObjectByName("RELATIONSHIP");
codef.setSuperclass(catco);

4. Relationshipタイプに関連する属性ごとに AttributeDefinitionを作成します。
AttributeDefinitionを ClassObjectDefinitionに追加します。

AttributeDefinition attdef1 = new AttributeDefinition(session);
attdef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("ComponentLabel"));
attdef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DATATYPE_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue(Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_STRING));
codef.addAttributeDefinition(attdef1);

AttributeDefinition attdef2 = new AttributeDefinition(session);
attdef2.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("FullPath"));
attdef2.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DATATYPE_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue(Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_STRING));
codef.addAttributeDefinition(attdef2);

5. 新規 Relationshipタイプの ClassObjectおよび Attributeを作成します。

ClassObject co = (ClassObject) session.createSchemaObject(codef);
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Relationshipタイプの変更タイプの変更タイプの変更タイプの変更
作成後の Relationshipタイプの属性を追加したり削除できます。

例例例例 6-44 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した Relationshipタイプの属性の追加、削除および更新タイプの属性の追加、削除および更新タイプの属性の追加、削除および更新タイプの属性の追加、削除および更新

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. Relationshipタイプを表す ClassObjectを取得します。

ClassObject relco = session.getClassObjectByName("BOOKRELATIONSHIP");

3. Attributeを ClassObjectに追加します。

AttributeDefinition attdef1 = new AttributeDefinition(session);
attdef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("RelativePath"));
attdef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DATATYPE_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue(Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_STRING));
relco.addAttribute(attdef1);

4. Attributeを ClassObjectから削除します。

Attribute att2 = catco.getEffectiveClassAttributes("FULLPATH");
relco.removeAttribute(att2);

5. ClassObjectの Attributeを更新します。

Attribute att3 = catco.getEffectiveClassAttributes("COMPONENTLABEL");
Collection vdColl = session.getValueDomainCollection();
ValueDomain vd = vdColl.getItems("ComponentLabelValueDomain");
att3.setValueDomain(vd);

注意注意注意注意 : Relationshipタイプの属性の追加や削除には、XMLを使用できま
せん。この操作には、Oracle 9iFS Managerまたは Java APIを使用する必
要があります。 

Oracle 9iFS Managerで属性を削除する手順は、『Oracle Internet File 
Systemセットアップおよび管理ガイド』を参照してください。
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Relationshipタイプの削除タイプの削除タイプの削除タイプの削除
Java APIまたは Oracle 9iFS Managerを使用して、Relationshipタイプを削除できます。
Relationshipタイプのインスタンスが存在する場合は、まずインスタンスを削除する必要が
あります。

例例例例 6-45 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した Relationshipタイプの削除タイプの削除タイプの削除タイプの削除

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. Relationshipタイプを表す ClassObjectを取得します。

ClassObject relco = session.getClassObjectByName("BOOKRELATIONSHIP");

3. free()メソッドをコールして ClassObjectを削除します。

relco.free();

オブジェクトの関係付けオブジェクトの関係付けオブジェクトの関係付けオブジェクトの関係付け
新規 Relationshipタイプの作成後に、それを使用して 2つの PublicObjectを関係付けること
ができます。この項では、次のタスクについて説明します。

� PublicObject間の関係の作成

� 関係の更新

� PublicObjectの関係付けの解除

PublicObject間の関係の作成間の関係の作成間の関係の作成間の関係の作成
2つの PublicObjectを関係付けるには、Relationshipタイプの新規インスタンスを作成しま
す。

Javaを使用したを使用したを使用したを使用した PublicObjectの関係付けの関係付けの関係付けの関係付け  

Java APIで 2つの PublicObjectを関係付ける手順は、次のとおりです。 

1. 新規 Relationshipインスタンスの値を保持する RelationshipDefinitionを作成します。

2. 新しい関係のタイプを指定します。

注意注意注意注意 : Oracle 9iFS Managerで Relationshipタイプの ClassObjectを削除
する手順は、『Oracle Internet File Systemセットアップおよび管理ガイド』
を参照してください。
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3. 関係の Left_Objectおよび Right_Objectとなる PublicObjectを指定します。

4. 拡張関係属性の値を設定します。

例例例例 6-46 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した PublicObjectの関係付けの関係付けの関係付けの関係付け

1. 関係付ける PublicObjectをすでに取得しているとします。

PublicObject po1 = .....
PublicObject po2 = .....

2. 新規の RelationshipDefinitionを作成します。

RelationshipDefinition rdef = new RelationshipDefinition(session);

3. 新規 Relationshipインスタンスのタイプを指定します。

ClassObject co = session.getClassObjectByName("BOOKRELATIONSHIP");
rdef.setClassObject(co);

4. 関係の左辺と右辺の PublicObjectを指定します。

rdef.setAttributeByUpperCaseName(Relationship.LEFTOBJECT_ATTRIBUTE,
    AttributeValue.newAttributeValue(po1));
rdef.setAttributeByUpperCaseName(Relationship.RIGHTOBJECT_ATTRIBUTE,
    AttributeValue.newAttributeValue(po2));

5. 拡張関係属性の値を設定します。

rdef.setAttributeByUpperCaseName("COMPONENTLABEL",
         AttributeValue.newAttributeValue("Chapter 1"));

6. RelationshipDefinitionを使用して、PublicObject間の新しい関係を作成します。

Relationship r = (Relationship) session.createSystemObject(rdef);

XMLを使用したを使用したを使用したを使用した PublicObjectの関係付けの関係付けの関係付けの関係付け  

管理者は、XMLを使用して PublicObjectを関係付けることもできます。XMLファイルを
Oracle 9iFSにインポートすると、IfsSimpleXmlParserにより自動的にファイルが解析され、
Relationshipタイプのインスタンスが生成されます。PublicObjectの関係付けに使用する
XMLファイルの主な側面は、次のとおりです。

� XML構成ファイルのルート要素は、Relationshipタイプの名前に対応する必要がありま
す。 

� それぞれの副要素は、その Relationshipタイプに属する各 Attributeの名前に対応する必
要があります。 

� LeftObjectおよび RightObject属性の副要素では、関係付ける PublicObjectを参照する必
要があります。
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� XML構成ファイルは管理者がインポートする必要があります。エンド・ユーザーが
XMLを使用して関係を作成することはできません。

例例例例 6-47 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した PublicObjectの関係付けの関係付けの関係付けの関係付け

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<BOOKRELATIONSHIP>
    <LEFTOBJECT RefType = "Path">/home/guest/Manuals/UserGuide.bk</LEFTOBJECT>
    <RIGHTOBJECT RefType = "Path">
        /home/guest/Manuals/UserAdmin.fm
    </RIGHTOBJECT>
    <COMPONENTLABEL>Chapter 1 : User Administration</COMPONENTLABEL>
</BOOKRELATIONSHIP>

XMLファイルを使用して新規 PublicObjectを作成する場合は、同じ XMLファイル内で
PublicObjectを関係付けることができます。そのためには、新規 PublicObjectのデータを含
む要素を、XMLファイルの先頭で指定する必要があります。これにより、関係データを含
む要素では、前の要素で作成される PublicObjectインスタンスを参照できます。Oracle 9iFS
では、 初に PublicObject、次に関係インスタンスというように、各要素のインスタンスが
順番に作成されます。このため、関係インスタンスを表す要素では、PublicObjectをすでに
存在するかのように参照できます。

例例例例 6-48 XMLを使用した新規を使用した新規を使用した新規を使用した新規 PublicObjectの関係付けの関係付けの関係付けの関係付け

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<OBJECTLIST>
  <FEATURE>
    <NAME>Oracle 9iFS</NAME>
    <FOLDERPATH>/public/features</FOLDERPATH>
  </FEATURE>

  <PRODUCT>
    <NAME>Oracle9i Database Server</NAME>
    <FOLDERPATH>/public/products</FOLDERPATH>
  </PRODUCT>

  <PRODUCT>
    <NAME>Oracle9i Application Server</NAME>
    <FOLDERPATH>/public/products</FOLDERPATH>
  </PRODUCT>

  <PRODUCTFEATURERELATIONSHIP>
    <LEFTOBJECT RefType = "Path">/public/products/Oracle9i Application Server
    </LEFTOBJECT>
    <RIGHTOBJECT RefType = "Path">/public/features/Oracle 9iFS
    </RIGHTOBJECT>
    <PRICE>No additional charge.</PRICE>
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  </PRODUCTFEATURERELATIONSHIP>

  <PRODUCTFEATURERELATIONSHIP>
    <LEFTOBJECT RefType = "Path">/public/products/Oracle9i Database Server
    </LEFTOBJECT>
    <RIGHTOBJECT RefType = "Path">/public/features/Oracle 9iFS
    </RIGHTOBJECT>
    <PRICE>No additional charge.</PRICE>
  </PRODUCTFEATURERELATIONSHIP>

</OBJECTLIST>

関係の更新関係の更新関係の更新関係の更新
PublicObjectを関係付けた後に、ユーザーがオブジェクト間の関係を変更する必要が生じる
場合があります。 

「PublicObject間の関係の作成」および「PublicObjectの関係付けの解除」のように、ユー
ザーが新規の関係を作成し、古い関係を削除して、PublicObject間の関係を変更できるよう
に、カスタム・アプリケーションを構築できます。たとえば、Bookがある章のバージョン 1
に関係付けられていて、その章が改訂される場合、ユーザーはバージョン 1から Bookの関
係付けを解除して、その章のバージョン 2に関係付けることができます。 

カスタム・アプリケーションでは、管理者がオブジェクト間の既存の関係を直接変更できる
ようにすることもできます。この項では、管理者がオブジェクト間の関係を直接更新する方
法について説明します。

XMLを使用した関係の更新を使用した関係の更新を使用した関係の更新を使用した関係の更新  Relationshipインスタンスを更新するには、次の要件を満たす
XML構成ファイルが必要です。

� ルート要素が Relationshipタイプの Nameに対応していること。

� 変更対象となる Relationshipインスタンスを <UPDATE>副要素で参照していること。

� 変更対象となるすべての属性の副要素を含んでいること。これらの要素の値には、更新
後の属性値が保持されます。

� 管理者がインポートすること。

例例例例 6-49 XMLを使用した関係の更新を使用した関係の更新を使用した関係の更新を使用した関係の更新

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<BOOKRELATIONSHIP>
    <UPDATE RefType = "ComponentLabel">Chapter 1 : User Administration</UPDATE>   
    <LEFTOBJECT RefType = "Path">/home/guest/Manuals/AdminGuide.bk</LEFTOBJECT>
</BOOKRELATIONSHIP>
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Javaを使用した関係の更新を使用した関係の更新を使用した関係の更新を使用した関係の更新  Oracle 9iFS Java APIを使用して関係を更新することもできま
す。それぞれの拡張 Relationshipタイプは、メソッド getLeftObject()、
getRightObject()および getSortSequence()を継承します。各メソッドを使用して、
PublicObject間の関係を操作できます。また、継承されるメソッド getAttribute()およ
び setAttribute()には、拡張属性を操作する汎用的な方法が用意されています。 

カスタム Relationshipタイプの拡張属性の値を取得および設定するコンビニエンス・メソッ
ドを提供するために、カスタム Javaクラスを実装することもできます。 

例例例例 6-50 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した Relationshipの属性の更新の属性の更新の属性の更新の属性の更新

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. アプリケーションですでに Relationshipインスタンスを取得しているとします。

Relationship r = ......

3. BookRelationshipインスタンスの SortSequence属性を更新します。

r.setAttribute("COMPONENTLABEL", 
    AttributeValue.newAttributeValue("Chapter 2 : User Administration"));

PublicObjectの関係付けの解除の関係付けの解除の関係付けの解除の関係付けの解除
PublicObject間の関係を削除するには、両者をリンクしている Relationshipインスタンスを
削除します。

他のオブジェクトの場合と同様に、Oracle 9iFS Java APIで PublicObjectの
removeRelationship()メソッドをコールして、PublicObjectの関係を削除できます。こ
のメソッドをコールすると、Oracle 9iFSにより Relationshipインスタンスが削除されます。
Oracle 9iFSでは、関係を削除する手段としての XMLはサポートされず、Oracle 9iFS 
Managerには Relationshipインスタンスを削除するためのユーザー・インタフェースは用意
されていません。

例例例例 6-51 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した Relationshipインスタンスの削除インスタンスの削除インスタンスの削除インスタンスの削除

1. アプリケーションですでに Relationshipおよび PublicObjectを取得しているとします。

Relationship r = ......
PublicObject po = .....

注意注意注意注意 : カスタム Javaクラスの実装手順は、第 17章「コンテンツ・タイ
プの動作のカスタマイズ」を参照してください。
任意のメタデータと動作の適用 6-53



Relationship
2. Relationshipインスタンスを削除します。

po.removeRelationship(r);

関係に基づく関係に基づく関係に基づく関係に基づく PublicObjectの検索の検索の検索の検索
Oracle 9iFSでは、情報間の関係を横断できます。特定の PublicObjectに関係付けられてい
る情報をすべてフェッチできます。また、選択対象を限定し、PublicObjectと特定タイプの
関係を持つ情報をすべて検索することもできます。たとえば、特定のドキュメントについ
て、そのドキュメントを含むすべてのフォルダをフェッチするとします。このとき、ドキュ
メントが RightObjectとなる FolderRelationshipで、LeftObjectとなっているすべての
Folderを検索します。

また、関連する PublicObjectに関するメタデータに基づいて、情報を検索することもできま
す。実際には、対応付ける Relationshipオブジェクトに基づいて、PublicObjectのメタデー
タの結合を構成する検索を構成します。たとえば、2001年 6月 1日に作成されたすべての
フォルダにある全ドキュメントを検索できます。そのためには、CreateDate属性が June 1, 
2001に設定されている Folderを LeftObjectに持つ FolderRelationshipで、RightObjectと
なっているすべての PublicObjectを検索します。

関係の横断関係の横断関係の横断関係の横断
Oracle 9iFS Java APIを使用すると、PublicObject間の関係を簡単に横断できます。
PublicObjectクラスには、getLeftwardRelationshipObjects()や
getRightwardRelationshipObjects()などのメソッドが含まれており、オブジェクト
に関係付けられたすべての情報をすばやくフェッチできます。 

例例例例 6-52 PublicObjectの関係のフェッチの関係のフェッチの関係のフェッチの関係のフェッチ

1. アプリケーションですでに PublicObjectを取得しているとします。

PublicObject po = .....

2. PublicObjectを LeftObjectまたは RightObjectとして参照する、すべての Relationship
インスタンスをフェッチします。

Relationship[] rightwardRels = 
       po.getRightwardRelationships("BOOKRELATIONSHIP");
Relationship[] leftwardRels = 
       po.getLeftwardRelationships("BOOKRELATIONSHIP");

3. この PublicObjectに LeftObjectまたは RightObjectとして関係付けられている
PublicObjectを直接フェッチします。

PublicObject[] rightwardObjs = 
       po.getRightwardRelationshipObjects("BOOKRELATIONSHIP");
PublicObject[] leftwardObjs = 
       po.getLeftwardRelationshipObjects("BOOKRELATIONSHIP");
6-54 Oracle Internet File System開発者リファレンス



Relationship
4. 関連する各 PublicObjectごとに、その PublicObjectの名前を取得します。

AttributeValue av; // variable to hold value of a relationship attribute
int i;
PublicObject relPO;
String poName;

int icount = (rightwardObjs == null) ? 0 : rightwardObjs.length;
for(i = 0; i < icount; i++)
{
   relPO = rightwardObjs[i];
   poName = relPO.getName();
}

Relationshipクラスには、メソッド getLeftObject()および getRightObject()も用
意されており、特定の Relationshipインスタンスから関連 PublicObjectインスタンスを取得
できます。PublicObjectの取得後に、その PublicObjectが持つ他のすべての属性を取得し
て、PublicObjectを操作するメソッド（getContent()、setContent()など）をコール
できます。

例例例例 6-53 Relationshipインスタンスからのインスタンスからのインスタンスからのインスタンスからの PublicObjectのフェッチのフェッチのフェッチのフェッチ

1. アプリケーションですでに Relationshipインスタンスを取得しているとします。

Relationship r = ......

2. 関係から Productをフェッチします。

PublicObject p = r.getLeftObject();

3. 関係から Featureをフェッチします。

PublicObject f =  r.getRightObject();

4. Productに関するメタデータをフェッチします。

ClassObject co = p.getClassObject(); 
String coName = co.getName();
Attribute[] atts = co.getEffectiveClassAttributes();

AttributeValue av;
int i, icount;
String attName;

icount = (atts == null) ? 0 : atts.length;
for (i = 0; i < icount; i++)
{
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   attName = atts[i].getName();
   av = p.getAttribute(attName);
}

関係に基づく関係に基づく関係に基づく関係に基づく PublicObjectの検索の検索の検索の検索
Oracle 9iFS Java APIでは、セレクタと検索を使用して、さらに複雑な問合せを構成するこ
ともできます。セレクタを使用すると、特定タイプの関係に関連するすべての PublicObject
をフェッチできます。検索を使用すると、関連する PublicObjectに関する条件に基づいて
PublicObjectに問合せできます。例 6-54および例 6-55に、関係メタデータに基づく検索方
法を示します。

例 6-54では、特定のドキュメントを含むすべての Bookを選択しています。そのためには、
そのドキュメントを RightObjectとして参照するすべての BookRelationshipを選択するよう
に、セレクタを構成します。この例では、BookRelationshipをループし、LeftObjectとして
参照されている PublicObject（つまり Book）を取り出しています。

例例例例 6-54 セレクタを使用した、特定タイプの関係に関する全セレクタを使用した、特定タイプの関係に関する全セレクタを使用した、特定タイプの関係に関する全セレクタを使用した、特定タイプの関係に関する全 PublicObjectの検索の検索の検索の検索

1. アプリケーションですでに Documentインスタンスを取得しているとします。

Document doc = ...

2. このドキュメントを含むすべての Bookを取得するようにセレクタを構成します。

Selector s = new Selector(session);
s.setSearchClassname("BOOKRELATIONSHIP");
s.setSearchSelection("RIGHTOBJECT = " + doc.getId());

3. 問合せを実行し、PublicObjectを RightObjectとして参照する各 BookRelationshipイン
スタンスを取得します。

LibraryObject[] rels = s.getItems();

int count = (rels == null) ? 0 : rels.length;
for (i = 0; i < count; i++)
Relationship br;
PublicObject po;
{

注意注意注意注意 : セレクタと検索の作成手順の詳細は、第 8章「検索アプリケー
ションの構築」を参照してください。
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   br = (Relationship) rels[i];
   po = br.getLeftObject();
}

例 6-55では、名前に 'Work-in-progress'を含む PublicObjectがあるすべての Bookを問い合
せています。この例では、'Work-in-progress'を含む名前を持つ PublicObjectを RightObject
として参照するすべての BookRelationshipを選択するように、検索を構成しています。この
例では、選択された BookRelationshipをループし、LeftObjectとして参照されている
PublicObject（つまり Book）を取り出しています。

例例例例 6-55 検索を使用した、関連検索を使用した、関連検索を使用した、関連検索を使用した、関連 PublicObjectの属性に基づく全の属性に基づく全の属性に基づく全の属性に基づく全 PublicObjectの検索の検索の検索の検索

1. 問合せ条件を保持する SearchSpecificationを構成します。次の例には内容条件が含まれ
ていないため、AttributeSearchSpecificationを構成します。

AttributeSearchSpecification asp = new AttributeSearchSpecification();

2. SearchClassSpecificationを構成し、AttributeSearchSpecificationで設定します。

String[] searchClasses = {"PUBLICOBJECT", "BOOKRELATIONSHIP"};
SearchClassSpecification scp = new SearchClassSpecification(searchClasses);
scp.addResultClass("BOOKRELATIONSHIP");

asp.setSearchClassSpecification(scp);

3. BookRelationshipで RightObjectとして参照される PublicObjectを結合するように、
JoinQualificationを構成します。

JoinQualification jq = new JoinQualification();
jq.setLeftAttribute("PUBLICOBJECT", null);
jq.setRightAttribute("BOOKRELATIONSHIP", "RIGHTOBJECT");

4. PublicObject名にWork-in-progressを含むように指定する AttributeQualificationを構
成します。

AttributeQualification aq = new AttributeQualification();
aq.setAttribute("PUBLICOBJECT", "NAME");
aq.setOperatorType(AttributeQualification.LIKE);
aq.setValue("%Work-in-progress%");

5. SearchClauseを構成し、Joinおよび Attribute修飾を結合し、両方の条件が必ず満たさ
れるように要求します。これを使用して SearchQualificationを設定します。

SearchClause sc = new SearchClause(aq, jq, SearchClause.AND);
asp.setSearchQualification(sc);
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6. 検索を実行し、結果をループして条件を満たす LibraryObjectを取り出します。戻され
る LibraryObjectは、SearchClassSpecificationに指定したコンテンツ・タイプのもので
す。

Search srch = new Search(session, asp);
srch.open();

int i;
LibraryObject lo;
SearchResultObject sro = srch.next();
PublicObject po;
Relationship r;
String poName;

while (sro != null)
{
    r = (Relationship) sro.getLibraryObject();
    po = r.getLeftObject(); 
    poName = po.getName();
  
    try
    {
       sro = srch.next();
    }
    catch (IfsException e)
    {
      if (e.getErrorCode() == 22000)
      {
         break;
      }
      else
      {
          e.printStackTrace();
       }
     }
}

srch.close();
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サンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード
Oracle 9iFSには、Java APIの操作の出発点として使用できるように、2組のサンプル・コー
ド・ファイルが用意されています。

� ドキュメント・サンプル・ファイル

� APIサンプル・コード

ドキュメント・サンプル・ファイルドキュメント・サンプル・ファイルドキュメント・サンプル・ファイルドキュメント・サンプル・ファイル
Oracle 9iFSは、この章の例について実行可能なサンプル・コード・ファイルとともにインス
トールされます。 各サンプル・コード・ファイルは、<ORACLE_HOME>/9ifs/samplecode
/oracle/ifs/examples/devdoc/arbitrarymetadataディレクトリにあります。これ
らのサンプル・コード・ファイルは、この章の例をテストする場合に役立ちます。ただし、
適切な順序で実行しないと、2回以上実行した場合にネーミングの競合が生じることがあり
ます。

表 6-4に、サンプル・コード・ファイルとそれに対応する例を示します。

表表表表 6-4 例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル

例例例例 サンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイル

例 6-1「XMLを使用したカテゴリ・タイプの
作成」

CreateCategoryType.xml

例 6-2「Javaを使用したカテゴリ・タイプの
作成」

CreateCategoryType.java

例 6-3「Javaを使用したカテゴリの属性の追
加、削除および更新」

UpdateCategoryType.java

例 6-4「Javaを使用したカテゴリの削除」 DeleteCategoryType.java

例 6-5「Javaを使用した PublicObjectのカテ
ゴリ分類」

CategorizePublicObject.java

例 6-6「XMLを使用した新規 PublicObjectの
カテゴリ分類」

CategorizeNewPublicObject.xml

例 6-7「XMLを使用した Categoryインスタ
ンスの属性の更新」

UpdateCategories.xml

例 6-8「Javaを使用した Categoryインスタン
スの更新」

UpdateCategories.java

例 6-9「Javaを使用した Categoryインスタン
スの削除」

DeleteCategories.java
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例 6-10「セレクタを使用した PublicObjectの
特定カテゴリの検索」

SelectPOCategories.java

例 6-11「検索を使用した共通カテゴリ属性に
基づく全 PublicObjectの検索」

SearchPOByCategory.java

例 6-12「PublicObjectのカテゴリのフェッチ」 FetchPOCategories.java

例 6-13「Categoryインスタンスからの対応付
けられている PublicObjectのフェッチ」

FetchPOFromCategory.java

例 6-14「XMLを使用した PropertyBundleの
作成」

CreatePB.xml

例 6-15「XMLを使用した PropertyBundleの
変更」

UpdatePB.xml

例 6-16「Javaを使用した PropertyBundleの
作成」

CreatePB.java

例 6-17「Javaを使用した PropertyBundleの
変更」

UpdatePB.java

例 6-18「Javaを使用した PropertyBundleの
削除」

DeletePB.java

DeleteOrphanedPBs.java

DeleteOrphanedPBValueDefaults.java

DeleteOrphanedPBValueDefaultPBs.java

例 6-19「XMLを使用した新規コンテンツ・タ
イプへの新規 PropertyBundleの適用」

ApplyNewPBtoNewCT.xml

例 6-20「XMLを使用した新規コンテンツ・タ
イプへの既存 PropertyBundleの適用」

ApplyExistingPBtoNewCT.xml

例 6-21「XMLを使用した既存コンテンツ・タ
イプへの既存 PropertyBundleの適用」

ApplyExistingPBtoExistingCT.xml

例 6-22「XMLを使用した新規フォルダへの既
存 PropertyBundleの適用」

ApplyExistingPBtoNewPO.xml

例 6-23「XMLを使用した既存フォルダへの既
存 PropertyBundleの適用」

ApplyExistingPBtoExistingPO.xml

例 6-24「Javaを使用した新規コンテンツ・タ
イプへの新規 PropertyBundleの適用」

ApplyNewPBtoNewCT.java

例 6-25「Javaを使用した既存コンテンツ・タ
イプへの PropertyBundleの適用」

ApplyExistingPBtoExistingCT.java

表表表表 6-4 例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル（続き）（続き）（続き）（続き）

例例例例 サンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイル
6-60 Oracle Internet File System開発者リファレンス



サンプル・コード
例 6-26「Javaを使用した新規フォルダへの
PropertyBundleの適用」

ApplyExistingPBtoNewPO.java

例 6-27「セレクタを使用した Propertyの
フェッチ」

SelectProperties.java

例 6-28「検索を使用した共通プロパティ・
データに基づく全 PublicObjectの検索」

SearchPOByPB.java

例 6-29「XMLを使用した
PolicyPropertyBundleの作成」

CreatePPB.xml

例 6-30「XMLを使用した
PolicyPropertyBundleへの Policyの追加」

AddPolicytoPPB.xml

例 6-31「XMLを使用した
PolicyPropertyBundleからの Policyの削除」

RemovePolicyfromPPB.xml

例 6-32「XMLを使用した Policyの変更」 UpdatePolicy.xml

例 6-33「Javaを使用した
PolicyPropertyBundleの作成」

CreatePPB.java

例 6-34「Javaを使用した
PolicyPropertyBundleの変更」

UpdatePPB.java

例 6-35「Javaを使用した
PolicyPropertyBundleの削除」

DeletePPB.java

DeleteOrphanedPPBValueDefaults.java

DeleteOrphanedPPBValueDefaultPBs.java

DeleteOrphanedPPBs.java

DeleteOrphanedPolicies.java

例 6-36「XMLを使用した新規コンテンツ・タ
イプへの新規 PolicyPropertyBundleの適用」

ApplyNewPPBtoNewCT.xml

例 6-37「XMLを使用した新規コンテンツ・タ
イプへの既存 PropertyBundleの適用」

ApplyExistingPPBtoNewCT.xml

例 6-38「XMLを使用した既存コンテンツ・タ
イプへの既存 PropertyBundleの適用」

ApplyExistingPPBtoExistingCT.xml

例 6-39「Javaを使用した新規コンテンツ・タ
イプへの新規 PolicyPropertyBundleの適用」

ApplyNewPPBtoNewCT.java

例 6-40「Javaを使用した既存コンテンツ・タ
イプへの PolicyPropertyBundleの適用」

ApplyExistingPPBtoExistingCT.java

表表表表 6-4 例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル（続き）（続き）（続き）（続き）

例例例例 サンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイル
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例 6-41「Javaを使用した新規フォルダへの
PolicyPropertyBundleの適用」

ApplyExistingPPBtoNewPO.java

例 6-42「XMLを使用した Relationshipタイ
プの作成」

CreateRelationshipType.xml

例 6-43「Javaを使用した Relationshipタイプ
の作成」

CreateRelationshipType.java

例 6-44「Javaを使用した Relationshipタイプ
の属性の追加、削除および更新」

UpdateRelationshipType.java

例 6-45「Javaを使用した Relationshipタイプ
の削除」

DeleteRelationshipType.java

例 6-46「Javaを使用した PublicObjectの関係
付け」

RelatePublicObjects.java

例 6-47「XMLを使用した PublicObjectの関
係付け」

RelateExistingPublicObjects.xml

例 6-48「XMLを使用した新規 PublicObject
の関係付け」

RelateNewPublicObjects.xml

例 6-49「XMLを使用した関係の更新」 UpdateRelationship.xml

例 6-50「Javaを使用した Relationshipの属性
の更新」

UpdateRelationships.java

例 6-51「Javaを使用した Relationshipインス
タンスの削除」

DeleteRelationships.java

例 6-52「PublicObjectの関係のフェッチ」 FetchPORelationships.java

例 6-53「Relationshipインスタンスからの
PublicObjectのフェッチ」

FetchPOFromRelationship.java

例 6-54「セレクタを使用した、特定タイプの
関係に関する全 PublicObjectの検索」

SelectPOByRelationshipType.java

例 6-55「検索を使用した、関連 PublicObject
の属性に基づく全 PublicObjectの検索」

SearchPOByRelatedPO.java

表表表表 6-4 例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル（続き）（続き）（続き）（続き）

例例例例 サンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイル
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Javaサンプル・コード・ファイルの実行サンプル・コード・ファイルの実行サンプル・コード・ファイルの実行サンプル・コード・ファイルの実行
Javaサンプル・コード・ファイルを実行する手順は、次のとおりです。

1. Oracle 9iFSホスト・マシン上で、CLASSPATHに Java APIの JARファイルが含まれて
いるかどうかを確認します。

2. JDK 1.2.2で、<ORACLE_HOME>/9ifs/samplecode/oracle/ifs/examples
/devdoc/arbitrarymetadataディレクトリにあるサンプル・コード・ファイルをコ
ンパイルします。

例例例例 6-56 Solarisでのサンプル・コード・ファイルのコンパイルでのサンプル・コード・ファイルのコンパイルでのサンプル・コード・ファイルのコンパイルでのサンプル・コード・ファイルのコンパイル

> cd $ORACLE_HOME/9ifs/samplecode/oracle/ifs/examples/devdoc/arbitrarymetadata
> javac CreatePPB.java

3. ファイルのコメントをチェックし、このファイルの前に他のファイルの実行が予期され
ているかどうかを調べます。

4. クラスを実行して引数を指定します。引数の入力値が表示されます。すべての引数に値
が必要です。値を指定しない場合は、一部またはすべての引数にデフォルトが設定され
ます。クラスにより結果が画面に出力されます。

例例例例 6-57 Solarisでのサンプル・コード・ファイルの実行でのサンプル・コード・ファイルの実行でのサンプル・コード・ファイルの実行でのサンプル・コード・ファイルの実行

> java oracle.ifs.examples.devdoc.arbitrarymetadata.CreatePPB

  Running with arguments :
    user = system
    password = manager
    service = IfsDefault
    schemapassword = ifssys
  -----------Results----------
Policy created : FaxPolicy
 for operation : SendByFax
 with implementation : MyCompany.MyApp.DeliveryServers.FaxServer
Policy created : PrintPolicy
 for operation : SendByPrinter
 with implementation : MyCompany.MyApp.DeliveryServers.PrintServer
PolicyPropertyBundle created : Delivery Policies PolicyPropertyBundle
ValueDefaultPropertyBundle created : DeliveryPoliciesValueDefaultPropertyBundle
Value Default created : DeliveryPoliciesValueDefault
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XMLサンプル・コード・ファイルの実行サンプル・コード・ファイルの実行サンプル・コード・ファイルの実行サンプル・コード・ファイルの実行
XML構成ファイルを実行する手順は、次のとおりです。

1. XML構成ファイルの解析をサポートする Oracle 9iFSクライアントを開きます。

2. XML構成ファイルにより実行されるタスクに該当する管理権限を持つユーザーでログ
インします。

3. XML構成ファイルをインポートします。

4. 結果を Oracle 9iFS Managerで表示します。

APIサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード
Oracle 9iFSは、例のサンプル・コード・ファイルのみでなく、Java APIの操作開始の出発
点として役立つ高度なサンプル・コードとともにインストールされます。 この APIサンプ
ル・コードは、<ORACLE_HOME>/9ifs/samplecode/oracle/ifs/examples/apiディ
レクトリにあります。この APIサンプル・コードは何度実行しても名前の競合が生じること
はないため、ドキュメント・サンプル・コード・ファイルより操作が簡単です。

表 6-5に、この章に関連する APIサンプル・コードを示します。

表表表表 6-5 APIサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード

クラスクラスクラスクラス 使用方法使用方法使用方法使用方法

CategorySample.java Categoryを使用して Documentを作成します。

PropertyBundleSample.
java

PropertyBundleを作成します。PropertyBundle内で Property
を追加、更新および削除します。
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属性の妥当性チェック属性の妥当性チェック属性の妥当性チェック属性の妥当性チェック

この章の内容は、次のとおりです。

� 属性の妥当性チェックの概要 Oracle 9iFS

� ValueDefaultの使用

� ClassDomainの使用

� ValueDomainの操作
ェック 7-1



属性の妥当性チェックの概要 Oracle 9iFS
属性の妥当性チェックの概要属性の妥当性チェックの概要属性の妥当性チェックの概要属性の妥当性チェックの概要 Oracle 9iFS
Oracle 9iFSには、属性の妥当チェック用に次の 3つのメカニズムが用意されています。

� ValueDefault。ClassObjectの作成時に属性の初期値を設定します。

� ClassDomain。ClassObjectを取る属性に可能な値を特定のクラスに限定するために使
用されます。

� ValueDomain。。。。属性に可能な値を特定のリストに限定するために使用されます。

属性の妥当性チェックが設定されている場合は、エンド・ユーザーが属性を無効な値に設定
すると、例外が発生します。開発者は、例外の結果として発生する動作を判断し、それを
ユーザー・インタフェース経由で適切に処理する必要があります。

ValueDefaultの使用の使用の使用の使用
ValueDefaultを使用して、ClassObjectの作成時に属性の初期値を特定の値に設定します。
エンド・ユーザーは、ValueDefaultを明示的にオーバーライドできます。ユーザーが値を指
定していない場合、ValueDefaultが使用されます。

ValueDefaultは単一の値のみを持つ PropertyBundleとして格納されます（ValueDefaultが
配列値の場合、デフォルト値として識別される配列は 1つのみです）。PropertyBundleは、
一意の整数値で識別されます。図 7-1に、ValueDefaultオブジェクトを表
ODM_PROPERTYに格納されている値に関係付けるための複合関係を示します。

図図図図 7-1 Oracle 9iFSのスキーマにのスキーマにのスキーマにのスキーマに ValueDefaultが格納される方法が格納される方法が格納される方法が格納される方法
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ValueDomain表は、VALUEDEFAULTPB属性により ODM_ValueDefaultPB表にリンクさ
れています。ODM_VALUEDEFAULTPBは、同じ ID値で ODM_PROPERTYBUNDLE表に
リンクされています。 後に、ODM_PROPERTYBUNDLE表は、同じ IDを使用して
ODM_PROPERTY表の BUNDLE列にリンクされています。これにより、STRINGVALUE
と ValueDefaultオブジェクト間の対応付けが完成します。

XML構成ファイルを使用して ValueDomainを作成すると、この複雑さのほとんどは自動的
に処理されます。 

XML構成ファイルを使用した構成ファイルを使用した構成ファイルを使用した構成ファイルを使用した値デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルトの作成の作成の作成の作成
例 7-1「ValueDefaultの XML構成ファイル ApproverVDefault.xml」の XML構成ファイル
では、カスタム・クラス ExpenseReportの ValueDefaultである ApproverVDefaultを作成
しています。この XML構成ファイルのルート要素では、作成対象のオブジェクトが
ValueDefaultとして識別されます。VDValueタグは、Datatypeパラメータを使用してデー
タ型 STRINGを持つデフォルトを識別し、使用する文字列値を識別します。

例例例例 7-1 ValueDefaultのののの XML構成ファイル構成ファイル構成ファイル構成ファイル ApproverVDefault.xml

<?xml version='1.0' standalone= 'yes'?>
<ValueDefault>
    <Name> ApproverVDefault </Name>
    <VDValue Datatype="String">Chris Stevens</VDValue>
</ValueDefault>

ValueDefaultオブジェクトの作成後は、例 7-1で作成した ValueDefaultを使用する
ClassObjectを作成できます。例 7-2「ClassObjectの XML構成ファイル
ExpenseReport.xml」に、ExpenseReportカスタム・クラスを作成する XML構成ファイルを
示します。ExpenseReportクラスは、新規 ExpenseReportインスタンスの作成時に、
ApproverVDefaultを使用して Approver属性を移入します。

例例例例 7-2 ClassObjectのののの XML構成ファイル構成ファイル構成ファイル構成ファイル ExpenseReport.xml

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
<ClassObject>
 <Name>ExpenseReport</Name>
 <Superclass RefType= 'name'>Document</Superclass>
 <Attributes>
  <Attribute>
   <Name>Approver</Name>
   <DataType>String</DataType>
   <DataLength>20</DataLength>
   <ValueDefault RefType='name'>ApproverVDefault
   </ValueDefault>
  </Attribute>
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 </Attributes>
</ClassObject>

ValueDefaultの例のテストの例のテストの例のテストの例のテスト
ValueDefaultの例は、次の例を使用してテストできます。例 7-3「ExpenseReport101.xml」
では、例 7-1で定義したデフォルト値を使用する ExpenseReportクラスのインスタンスを作
成します。例 7-4「ExpenseReport102.xml」では、Approver属性に独自エントリ Joyce Doe
を提供してデフォルト値をオーバーライドする ExpenseReportクラスのインスタンスを作成
します。

例例例例 7-3 ExpenseReport101.xml

<EXPENSEREPORT>
 <Name>ExpenseReport101</Name>
</EXPENSEREPORT>

例例例例 7-4 ExpenseReport102.xml

<EXPENSEREPORT>
 <Name>ExpenseReport102</Name>
 <Approver>Joyce Doe</Approver>
</EXPENSEREPORT>

ExpenseReportサンプル・ファイルをテストする手順は、次のとおりです。

1. 使用したいプロトコルを通じてファイル ApproverVDefault.xmlをアップロードし
ます。このファイルでは、ValueDefaultが定義されています。Webユーザー・インタ
フェースを使用している場合は、このファイルと残りのファイルを Oracle 9iFSにアッ
プロードするときに、「Parse File on Upload」ボックスがオンになっていることを確認
してください。

2. ファイル ExpenseReport.xmlを Oracle 9iFSにアップロードします。これにより、カ
スタム・サブクラス ExpenseReportが定義されます。

3. ファイル ExpenseReport101.xmlをアップロードします。この XMLファイルには、
Approver属性の定義が含まれていないため、デフォルトが使用されます。

4. ファイル ExpenseReport102.xmlをアップロードします。この XMLファイルには、
Approver属性の定義が含まれています。ValueDefaultではなく、このファイルに指定
されている明示的な値が使用されます。
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ClassDomainの使用の使用の使用の使用
ClassDomainは、属性の値を特定の Oracle 9iFSクラスまたはクラス・セットに限定します。

クラス・ドメインクラス・ドメインクラス・ドメインクラス・ドメインの作成の作成の作成の作成
引き続き ExpenseReportの例で、別のクラスがより大きいレポートの詳細行として
ExpenseReportオブジェクトを使用するとします。このとき、タイプが PublicObjectの属性
をサマリー・レポートに追加できますが、ExpenseReportクラスの PublicObjectに限定する
必要があります。例 7-5「ExpenseReportClassDomain.xmlの XML構成ファイル」に、
ExpenseReportクラスに限定された ClassDomainを作成する XML構成ファイルを示しま
す。

表 7-1「ClassDomainクラスの属性」に、この XML構成ファイルで設定する必要のある属
性を示します。

ExpenseReportClassDomainを作成するために設定する必要のある値は、次のとおりです。

� Name: ExpenseReportClassDomain。

� Classes: ExpenseReport。

� DomainType: CLASSDOMAINTYPE_ENUMERATED_AND_SUBCLASSES。ただし、
XMLファイルでは静的変数を使用できないため、値は整数 1として入力されます。

例 7-5「ExpenseReportClassDomain.xmlの XML構成ファイル」に、結果的な XMLファイ
ルを示します。

表表表表 7-1 ClassDomain クラスの属性クラスの属性クラスの属性クラスの属性

名前名前名前名前 データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明

Name STRING ClassDomainオブジェクト間で一意である必要があります。

Classes SchemaObject[] ClassDomain内のクラスを含む配列です。

DomainType Int ClassDomainに指定のクラスのサブクラスを含める必要がある
場合は、1に設定します。

ClassDomainに指定のクラスのサブクラスを含めないようにす
る必要がある場合は、0（ゼロ）に設定します。

この 2つの値は、ClassDomainクラスの静的 終変数
CLASSDOMAINTYPE_ENUMERATED_AND_SUBCLASSES (1)
および CLASSDOMAINTYPE_ENUMERATED (0)として表さ
れます。
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例例例例 7-5 ExpenseReportClassDomain.xmlのののの XML構成ファイル構成ファイル構成ファイル構成ファイル

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
<ClassDomain>
 <Name>ExpenseReportClassDomain</Name>
 <DomainType>1</DomainType>
 <Classes>
  <ArrayElement RefType='name'>ExpenseReport</ArrayElement>
 </Classes>
</ClassDomain>
 
ExpenseReportClassDomainの作成後に、ExpenseDetailLineクラスを作成し、
ExpenseReportClassDomainオブジェクトを使用して、その単一属性 RelatedExpenseReport
への入力の妥当性をチェックできます。

例例例例 7-6 XML構成ファイル構成ファイル構成ファイル構成ファイル ExpenseDetailLine.xml

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
<ClassObject>
 <Name>ExpenseDetailLine</Name>
 <Superclass Reftype='name'>Document</Superclass>
 <Attributes>
  <Attribute>
   <Name>RelatedExpenseReport</Name>
   <DataType>PublicObject</DataType>
   <ClassDomain RefType='name'>ExpenseReportClassDomain</ClassDomain>
  </Attribute>
 </Attributes>
</ClassObject>

ClassDomainの例のテストの例のテストの例のテストの例のテスト
前述までの例のように、ClassDomainの作成を完了すると、サンプル・ファイルを使用して
結果をテストできます。 

例 7-7「GoodExpenseDetailLine.xml」では、例 7-3「ExpenseReport101.xml」で作成した
ExpenseReport101 ExpenseReportインスタンスを属性 RelatedExpenseReportの値として使
用し、ExpenseDetailLineクラスの有効なインスタンスを作成しています。

例例例例 7-7 GoodExpenseDetailLine.xml

<EXPENSEDETAILLINE>
 <Name>GoodExpenseDetailLine</Name>
 <RelatedExpenseReport RefType='name'>ExpenseReport101
  </RelatedExpenseReport>
</EXPENSEDETAILLINE>
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例 7-8「ExpenseDetailLine101.xml」では、ExpenseDetailLine101という名前で
ExpenseDetailLineクラスのインスタンスを作成しています。これは、ExpenseReportクラ
スに属していないオブジェクトを示すためのダミー・オブジェクトです。

例例例例 7-8 ExpenseDetailLine101.xml

<EXPENSEDETAILLINE>
 <Name>ExpenseDetailLine101</Name>
</EXPENSEDETAILLINE>

例 7-9「BadExpenseDetailLine.xml」では、ExpenseDetailLineのインスタンスの作成を試み
ていますが、RelatedExpenseReport属性では、ClassDomainに必要な ExpenseReportクラ
スのインスタンスではなく、例 7-8「ExpenseDetailLine101.xml」で作成した
ExpenseDetailLineクラスのインスタンスを識別しているため、作成試行は失敗します。

例例例例 7-9 BadExpenseDetailLine.xml

<EXPENSEDETAILLINE>
 <Name>BadExpenseDetailLine</Name>
 <RelatedExpenseReport RefType='name'>ExpenseDetailLine101
 </RelatedExpenseReport>
</EXPENSEDETAILLINE>

ClassDomainサンプル・ファイルをテストする手順は、次のとおりです。

1. 使用したいプロトコルを使用して ExpenseReportClassDomain.xmlをアップロード
します。これらの例のアップロードにWebユーザー・インタフェースを使用している
場合は、「Parse File on Upload」ボックスがオンになっているかどうかを確認してくだ
さい。このファイルでは、ExpenseReportClassDomainが作成されます。

2. ExpenseDetailLine.xmlをアップロードします。このファイルでは、ClassDomain
が適用される属性 RelatedExpenseReportを持つカスタム・クラス ExpenseDetailLine
が作成されます。

3. GoodExpenseDetail.xmlをアップロードします。このファイルは、
RelatedExpenseReport属性の値が有効な ExpenseReport ClassObjectを使用して設定さ
れているため成功します。

ClassDomainが予期したとおり動作するかどうかを確認するには、Webユーザー・イ
ンタフェースを使用して属性のリストを表示します。

� Webインタフェースで「GoodExpenseDetailLine」の左にあるチェックボックスに
チェックをし、「Edit」アイコンをクリックして「Properties」を選択します。

� 「Properties」ウィンドウで、RELATEDEXPENSEREPORT属性の値が
ExpenseReportクラスの ExpenseReport101になっていることに注意してください。
これは、ExpenseReportClassDomainに準拠しています。
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4. ExpenseDetailLine101.xmlをアップロードします。このファイルでは、
ExpenseDetailLineクラスのインスタンスが作成されます。

5. BadExpenseDetailLine.xmlをアップロードします。このファイルの
RelatedExpenseReportの値は ExpenseDetailLine101オブジェクトに設定されており、
ExpenseReportクラスの有効なインスタンスではありません。Oracle 9iFSでは、このイ
ンスタンスは作成されません。

ValueDomainの操作の操作の操作の操作
ValueDomainを属性に適用し、その属性の値が許容値セットの範囲内になるように保証で
きます。この Expense Reportの使用例のコンテキストで、例 7-10に ValueDomainを使用
して Approver属性の値を制限する方法を示します。

ValueDomainは、例 7-10のように、XMLで ValueDomainの値に VDomainValueタグを
使用して作成できます。このタグには、次の必須パラメータがあります。

� DATATYPE。Oracle 9iFSのデータ型です。

� DOMAINTYPE。Enumerated、exclusive_maximum、exclusive_minimum、
exclusive_range、maximum、minimumおよび rangeです。

手順の概要手順の概要手順の概要手順の概要
ValueDomainの動作を示すために、この項では XMLを使用して複数のオブジェクトを作成
し、XMLファイルで行った割当ての確認に使用する Javaクラスを示します。

特に、この項では表 7-2に示すファイルを使用します。

1. ValueDomain1.xmlをアップロードします。このファイルでは、
TestVDomain.javaクラスを使用してテストできる ValueDomainが作成されます。

2. ApproverVDomain.javaをコンパイルし、生成されたクラスを
<ORACLE_HOME>/9ifs/custom_classes/oracle/ifs/examples
/documentation/Validate/ディレクトリに置きます。

3. コマンドラインから次のコマンドを入力し、このクラスを実行します。

java oracle.ifs.examples.documentation.validate.ApproverVDomain 
<userName> <passWord> <serviceName> <schemaPassWord>

4. TestVDomain.javaをコンパイルし、生成されたクラスを
<ORACLE_HOME>/9ifs/custom_classes/oracle/ifs/examples
/documentation/validateディレクトリに置きます。

5. コマンドラインから次のコマンドを入力し、このクラスをテストします。

java oracle.ifs.examples.documentation.validate.TestVDomain 
<userName> <passWord> <serviceName> <schemaPassWord>
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6. 定義した ValueDomainを持つ属性を作成または更新すると、Oracle 9iFSでは、
ValueDomainPropertyBundleに定義されている値と比較して妥当性がチェックされま
す。属性値が有効でなければ、Oracle 9iFSで例外が発生します。

XMLを使用したを使用したを使用したを使用した ValueDomainの作成の作成の作成の作成
ValueDomainは、例 7-10のような XMLファイルをリポジトリに挿入することで作成でき
ます。

例例例例 7-10 ValueDomain1.xml

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
<VALUEDOMAIN>
  <Name>ApproverValueDomain</Name>
  <Active>true</Active>
  <Description> my value_domain to set the Approver attribute </Description>
  <VDomainValue Domaintype="enumerated" Datatype="string_array">
      <ArrayElement>Bob Alva</ArrayElement>
      <ArrayElement>John Smith</ArrayElement>
      <ArrayElement>Chris Stevens</ArrayElement>
   </VDomainValue>
  <UniqueName>ApproverValueDomain</UniqueName>
</VALUEDOMAIN>

例 7-10では、DomainTypeは "enumerated"に設定されています。これは、明示的に指定さ
れた値のみが有効であることを意味します。Datatypeは "string_array"に設定されており、
これは ValueDomainが Stringオブジェクトの配列で構成されていることを意味します。

表表表表 7-2 ValueDomainのサンプル・ファイルのサンプル・ファイルのサンプル・ファイルのサンプル・ファイル

ValueDomain1.xml ValueDomainを作成し、DomainTypeおよび DataTypeを
設定し、配列要素を宣言し、UniqueNameを設定します。

ValueDomainIntArray.xml 整数配列のデモとなる ValueDomainを作成します。

UPDValueDomain.xml 既存の ValueDomainの ValueDomainおよび DataTypeを
更新します。

ApproverVDomain.java ExpenseReportの Approver属性について、値を Bob 
Alva、John Smithまたは Chris Stevensに制限して
ValueDomainを作成します。

TestVDomain.java 一方には有効な Approver値、他方には無効な Approver
値を指定して、ExpenseReportの 2つのインスタンスを作
成します。2番目のオブジェクトで例外が発生します。
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DomainTypeと DataTypeは同じオブジェクトに適用されるため、両者は対応している必要
があります。たとえば、整数の範囲が等しくなるように ValueDomainを割り当てるには、
例 7-11のように、DataTypeを integer_arrayに、DomainTypeを rangeにする必要が
あります。

例例例例 7-11 ValueDomainIntArray.xml

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
<VALUEDOMAIN>
  <Name>codes_range</Name>
  <Active>true</Active>
  <Description> my value_domain to set value ranges  </Description>
  <VDomainValue datatype="integer_array" domaintype="range">
         <MinValue>10</MinValue>
         <MaxValue>20</MaxValue>
  </VDomainValue>
  <UniqueName>codes_range</UniqueName>
</VALUEDOMAIN>

XMLを使用したを使用したを使用したを使用した ValueDomainの更新の更新の更新の更新
例 7-12のように、ValueDomainは XMLを使用して更新できます。この場合、codes_max
という既存の ValueDomainの DomainTypeは maximumに設定され、DataTypeには
integerが割り当てられています。

例例例例 7-12 UPDValueDomain.xml

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<ValueDomain>
   <update reftype="name"> codes_max</update>
   <VDomainValue domaintype="maximum" datatype="integer">
          100
   </VDomainValue>
</ValueDomain>

Javaを使用したを使用したを使用したを使用した ValueDomainの作成の作成の作成の作成
例 7-13の ApproverVDomain.javaクラスは、Oracle 9iFS Java APIを使用してこれらの妥当
性チェック・オブジェクトを使用する方法を示しています。このクラスでは、
ExpenseReportの Approver属性について、値を Bob Alva、John Smithまたは Chris 
Stevensに制限して ValueDomainが作成されます。このプログラムでは、例 7-10の XML構
成ファイルで作成されたのと同じ ValueDomainが作成されます。
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例例例例 7-13 ApproverVDomain.java

package oracle.ifs.examples.documentation.validate;

import oracle.ifs.beans.Attribute;
import oracle.ifs.beans.ClassObject;
import oracle.ifs.beans.LibraryService;
import oracle.ifs.beans.LibrarySession;
import oracle.ifs.beans.PublicObject;
import oracle.ifs.beans.SchemaObject;
import oracle.ifs.beans.ValueDomain;
import oracle.ifs.beans.ValueDomainDefinition;
import oracle.ifs.beans.ValueDomainPropertyBundle;
import oracle.ifs.beans.ValueDomainPropertyBundleDefinition;
import oracle.ifs.common.AttributeValue;
import oracle.ifs.common.CleartextCredential;
import oracle.ifs.common.Collection;
import oracle.ifs.common.IfsException;

/**
 * ApproverVDomain class
 * This class creates a valuedomain for the APPROVER attribute of 
 * class EXPENSEREPORT. The valuedomain limits the value of the APPROVER
 * attribute to Bob Alva, John Smith, or Chris Stevens.  
 **/

public class ApproverVDomain
{

  /**
   * Creates the valuedoamin and applies it to the APPROVER attribute
   * of class EXPENSEREPORT.
   *
   * @param args the command-line arguments for connecting to iFS:
   *  userName, passWord, serviceName
   */
  public static void main(String[] args)
  {
    ApproverVDomain vDomain = new ApproverVDomain();
    vDomain.CreateVDomain(args[0], args[1], args[2], args[3]);
  }

  /**
   * Creates the valuedomain and applies it to the APPROVER attribute
   * of class EXPENSEREPORT.
   *
   * @param usedfor connecting to iFS:
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   *        userName, passWord, serviceName, schemaPassWord
   */
  public void CreateVDomain(String userName, String passWord, String serviceName,
  String schemaPassWord)
  {
    try
    {
      //Connects to the IFS.
      LibraryService service=LibraryService.startService(userName, passWord);
      CleartextCredential cred=new CleartextCredential(serviceName, schemaPassWord);
      LibrarySession session=service.connect(cred, null);
      session.setAdministrationMode(true);
      System.out.println("Successfully connected.");

      String s = "STRING_ENUMERATED";

      //Creates the ValueDomainPropertyBundle
      ValueDomainPropertyBundleDefinition vdpbd = new 
ValueDomainPropertyBundleDefinition(session);
      vdpbd.setEnumeratedValues(new String[] { "Bob Alva", "John Smith", "Chris 
Stevens" });
      ValueDomainPropertyBundle vdpb = 
(ValueDomainPropertyBundle)session.createPublicObject(vdpbd);

      //Creates the ValueDomain
      ValueDomainDefinition vdd = new ValueDomainDefinition();
      vdd.setName("ApproverValueDomain");
      vdd.setAttribute("VALUEDOMAINPROPERTYBUNDLE",
      AttributeValue.newAttributeValue(vdpb));
      ValueDomain vd = (ValueDomain) session.createSchemaObject(vdd);

      //Gets class object collection, then gets the specific EXPENSEREPORT class 
object.
      Collection classObjectCollection = session.getClassObjectCollection();
      ClassObject expenseReportClassObject = (ClassObject) 
classObjectCollection.getItems("EXPENSEREPORT");
      
      //Gets the APPROVER attribute for the class object.
      Attribute attribute = 
expenseReportClassObject.getEffectiveClassAttributes("APPROVER");
      
      //Modifies the attribute for the class object. 
      //Applies the value doamin to this class object. 
      attribute.setValueDomain(vd);
      attribute.setValueDomainValidated(true);      
      System.out.println("ValueDomain applied.");
    } 
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    catch ( IfsException ifex )
    {
      System.err.println( "ERROR OCCURRED: " + ifex.toString() );
      ifex.printStackTrace( System.err );
    }
  }
}

Javaを使用したを使用したを使用したを使用した ValueDomainのテストのテストのテストのテスト
例 7-14の TestVDomainクラスを使用すると、例 7-10または例 7-13で作成した
ValueDomainが予期したとおりに機能しているかどうかを検査できます。

例例例例 7-14 TestVDomain.java

package oracle.ifs.examples.documentation.validate;

import oracle.ifs.beans.ClassObject;
import oracle.ifs.beans.Document;
import oracle.ifs.beans.DocumentDefinition;
import oracle.ifs.beans.LibraryService;
import oracle.ifs.beans.LibrarySession;

import oracle.ifs.common.AttributeValue;
import oracle.ifs.common.CleartextCredential;
import oracle.ifs.common.Collection;
import oracle.ifs.common.IfsException;

/**
 * TestVDomain class.
 * This class creates two instances of the EXPENSEREPORT class.
 * One instance has a value in the APPROVER attribute that complies 
 * with the value domain, the other instance has one that violates 
 * the value domain.
 * 
 * An exception is generated when you try to create an instance 
 * that violates the value domain.
 **/

public class TestVDomain
{
  public static void main(String[] args)
  {
    try
    {
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      //Shows detailed error message while the exception is thrown
      IfsException.setVerboseMessage(true);
            
      //Connects to iFS

      LibraryService service=LibraryService.startService(args[0], args[1]);
      CleartextCredential cred=new CleartextCredential(args[2], args[3]);
      LibrarySession session=service.connect(cred, null);
      System.out.println("Successfully connected");

     //Gets class object collection, then gets the specific EXPENSEREPORT class
     //object.
     Collection classObjectCollection = session.getClassObjectCollection();
     ClassObject expenseReportClassObject = (ClassObject)
       classObjectCollection.getItems("EXPENSEREPORT");

     //Creates an EXPENSEREPORT instance that complies with the value domain

     System.out.println("Attempting to create an EXPENSEREPORT instance that" + 
       " complies with the value domain");
     DocumentDefinition docdef = new DocumentDefinition(session);
     docdef.setName("GoodVDomainExpenseReport");
     docdef.setClassObject(expenseReportClassObject);
     docdef.setAttribute("APPROVER", 
       AttributeValue.newAttributeValue("John   Smith"));
     Document doc = (Document)session.createPublicObject(docdef);
     AttributeValue av = doc.getAttribute("APPROVER");    
     System.out.println("Created an expense report with Approver as " + 
       av.getString(session));
 

    //Creates an EXPENSEREPORT instance that violates the value domain
    
    System.out.println("Attempting to create an EXPENSEREPORT instance that " +
      "violates the value domain");
    docdef = new DocumentDefinition(session);
    docdef.setName("BadVDomainExpenseReport");
    docdef.setClassObject(expenseReportClassObject);
    docdef.setAttribute("APPROVER", AttributeValue.newAttributeValue("foo"));
    doc = (Document)session.createPublicObject(docdef);
    av = doc.getAttribute("APPROVER");
    System.out.println("Created an expense report with Approver as " + 
      av.getString(session));

  }
  catch (Exception e)
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  {
    e.printStackTrace();
  }
 }
}
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検索アプリケーションの構築検索アプリケーションの構築検索アプリケーションの構築検索アプリケーションの構築

この章では、Oracle 9iFSのセレクタおよび検索機能を使用して検索アプリケーションを構築
する方法について説明します。

� 検索機能の概要

� セレクタの操作

� セレクタ・オブジェクト・モデル

� セレクタ API

� セレクタの構成と実行

� サンプル・コード

� 検索の操作

� Searchオブジェクト・モデル

� Search API

� 検索の構成と実行

� サンプル・コード
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検索機能の概要
検索機能の概要検索機能の概要検索機能の概要検索機能の概要
検索とは、Oracle 9iFSに格納されている情報を見つける方法です。検索では、情報に関する
条件に基づいてリポジトリから情報が動的に取り出されます。たとえば、Nameに文字
XMLを含むすべてのドキュメントを検索するとします。検索では、その条件と実行時に一
致していたドキュメントが戻されます。その後、条件と一致する新規ドキュメントを作成し
て再び検索を実行すると、そのドキュメントも自動的に取り出されます。

Oracle 9iFSでは、オブジェクト指向の方法で情報を格納、検索して操作できます。ドキュメ
ント、フォルダ、ユーザーおよびグループなど、すべての情報はオブジェクト、つまり
Oracle 9iFSのクラス（Document、Folder、DirectoryUserおよび DirectoryGroupなど）の
インスタンスとして定義されます。Oracle 9iFS Java APIでは、情報がデータベースに格納
される方法の複雑さを知らなくても、これらのオブジェクトを操作できます。たとえば、ド
キュメントをフェッチして変更し、様々な表にまたがる複数の行としてではなく単一オブ
ジェクトとしてリポジトリに保存できます。同様に、Oracle 9iFSではオブジェクト指向の方
法で情報を問い合せて、問合せの結果を操作できます。情報が格納されている表を結合する
複合 SQL問合せを構成するのではなく、クラス、属性、内容および他のオブジェクトとの
関係に関する条件に基づいて、オブジェクトを問合せできます。 

� クラス条件クラス条件クラス条件クラス条件。取り出す必要のあるオブジェクトのクラス（Documents、Folders、
DirectoryObjects、カスタム・コンテンツ・タイプなど）を指定できます。 また、問合せ
を拡張し、そのクラスのサブクラスを含めることもできます。

� 属性条件属性条件属性条件属性条件。名前、所有者または変更日など、オブジェクトの属性に基づいて問合せでき
ます。属性条件を結合して論理的な構造体にすることができます（owner = 'wtalman'
およびmodification date > January 1, 2001など）。

� 内容条件内容条件内容条件内容条件。ドキュメントの内容に基づいて問合せできます。Oracle 9iFSでは Oracle 
Text機能を使用してドキュメントの内容に索引付けするため、ドキュメントに含まれる
語句（トークン）別にドキュメントを問合せできます。論理演算子を使用して内容条件
のセットを結合し、トークン間の近接性（'XML' near 'Internet Applications'など）に基
づいてドキュメントを問合せできます。また、問合せを拡張し、指定したトークンと発
音やスペルが似ていたり、関連付けられているトークンを含めることもできます。

� フォルダ制限フォルダ制限フォルダ制限フォルダ制限。問合せを制限し、特定のフォルダまたは特定のフォルダ分岐にあるオブ
ジェクトを取り出すことができます。フォルダは、リポジトリにある情報を編成するカ
タログを作成する場合や、ユーザーが情報を共有できるように作業領域を作成する場合
に役立ちます。フォルダ制限による検索では、問合せ対象をカタログ内の特定のサブ
ジェクトや特定の作業領域に限定できます。

� 関係条件関係条件関係条件関係条件。関連オブジェクトに関する条件に基づいてオブジェクトを問合せできます。
たとえば、ドキュメントの問合せ時に、そのドキュメントを参照するフォルダの属性を
条件として指定できます。

� ソート条件ソート条件ソート条件ソート条件。取り出されたオブジェクトのどの属性順にでも、問合せ結果をソートでき
ます。また、内容条件を指定した場合は、問合せ結果のドキュメントを、そのドキュメ
ントの内容と条件との関連性、つまり、内容検索の実行時に Oracle Textにより生成さ
れるスコアに基づいてソートできます。
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Oracle 9iFS Java APIでは、リレーショナル・データベースに対する検索と、オブジェクト
指向のプログラミング環境の使用しやすさという、2つのメリットを活用できます。APIで
は、Javaを使用してオブジェクト指向の方法で問合せを作成し、結果を操作できます。問合
せの実行時に、Oracle 9iFSは自動的に問合せの Java構造体を SQL SELECT文に変換し、
Oracle 9iFSスキーマに対して問合せを実行します。したがって、ドキュメント、フォルダお
よび他の情報を Javaオブジェクトとして問い合せて操作でき、基礎となるデータベース表
に属性と内容がどのように格納されるかを知っている必要はありません。 

Oracle 9iFS Java APIには、Oracle 9iFSのオブジェクトを問合せできるように、次の 2つの
プライマリ・インタフェースが用意されています。

� セレクタセレクタセレクタセレクタは、リポジトリで単純問合せを実行するための使用しやすいインタフェースで
す。セレクタ・インタフェースの説明は、「セレクタの操作」を参照してください。

� 検索検索検索検索は、複合問合せを作成して実行するための確実なインタフェースです。検索インタ
フェースの説明は、「検索の操作」を参照してください。

セレクタの操作セレクタの操作セレクタの操作セレクタの操作
セレクタを使用すると、リポジトリ内で単純問合せを実行できます。静的条件を指定して単
一クラスの情報を検索する必要がある場合は、セレクタが も便利で効率的です。    

例例例例 8-1 単純問合せ単純問合せ単純問合せ単純問合せ

select all Documents whose Owner is 'WTalman' and whose ModifiedDate is greater than 
'January 01, 2001' 

セレクタ・オブジェクト・モデルセレクタ・オブジェクト・モデルセレクタ・オブジェクト・モデルセレクタ・オブジェクト・モデル
Selectorは、3つのコンポーネント、つまり、クラスを指定する文字列、検索条件を指定す
る文字列および結果のソート方法を指定する SortSpecificationオブジェクトで構成されてい
ます。 図 8-1に、セレクタの構造体を示します。
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図図図図 8-1 セレクタ・オブジェクト・モデルセレクタ・オブジェクト・モデルセレクタ・オブジェクト・モデルセレクタ・オブジェクト・モデル

セレクタは、次のルールに基づいて動作します。

� 単一クラス単一クラス単一クラス単一クラス。セレクタでは、単一クラスのオブジェクトを検索できます。複数クラスの
情報を選択したり、結合を構成して関連クラスに関する条件を指定することはできませ
ん。クラス条件は、Oracle 9iFSでセレクタから構成される SQL SELECT文の FROM句
となります。

� 再帰的クラス再帰的クラス再帰的クラス再帰的クラス。セレクタでは、指定したクラスのすべてのサブクラスで再帰的に検索で
きます。

� 自由形式の自由形式の自由形式の自由形式の SQL式式式式。セレクタでは、単一文字列で検索条件を指定できます。この文字列
は、Oracle 9iFSでセレクタから構成される SQL SELECT文のWHERE句となります。

� 遅延バインド変数なし遅延バインド変数なし遅延バインド変数なし遅延バインド変数なし。セレクタでは、遅延バインド変数を使用して検索条件を動的に
構成することはできません。検索条件は、単一文字列で表現可能である必要がありま
す。

� ソート条件ソート条件ソート条件ソート条件。セレクタでは、検索結果を対象となったクラスの属性順にソートできま
す。ソート条件は、Oracle 9iFSでセレクタから構成される SQL SELECT文の ORDER 
BY句となります。

セレクタセレクタセレクタセレクタ API
Oracle 9iFS Java APIには、oracle.ifs.beansパッケージにセレクタ構成用の 2つのクラ
スが用意されています。

� Selector 

� SortSpecification 
8-4 Oracle Internet File System開発者リファレンス



セレクタの操作
Selector
Selectorクラスは、検索の構成と実行に使用します。表 8-1に、Selectorクラスの主要
メソッドを示します。

SortSpecification
SortSpecificationクラスは、setSortSpecification()メソッドを使用してセレク
タで設定されたソート条件の構成に使用されます。表 8-2に、SortSpecificationクラス
の主要メソッドを示します。

表表表表 8-1 Selectorの主要メソッドの主要メソッドの主要メソッドの主要メソッド

メソッドメソッドメソッドメソッド 用途用途用途用途

getSearchClassname()
setSearchClassname()

検索対象のクラスを決定します。

isRecursiveSearch() セレクタでサブクラスにまたがって再帰的に検索する必要がある
かどうかを決定します。

getSearchSelection()
setSearchSelection()

検索条件を決定します。

getSortSpecification()
setSortSpecification()

ソート条件を決定します。

getItems()
getItems(int index)

検索を実行して LibraryObjectの配列を戻します。

getItemCount()
openItems()
closeItems()
resetItems()
nextItem()

検索結果を操作します。

� getItemCount()は、結果の配列に含まれる項目数を決定しま
す。

� openItems()は、セレクタ上でカーソルをオープンします。

� nextItem()は、カーソルを使用して結果の配列内で次の項目
をフェッチします。

� resetItems()は、結果の消去に使用されます。

� closeItems()は、セレクタをクローズします。

表表表表 8-2 SortSpecificationの主要メソッドの主要メソッドの主要メソッドの主要メソッド

メソッドメソッドメソッドメソッド 用途用途用途用途

addSortQualifiers() 結果のソートに使用する属性とソート順序の配列を追加します。

addSortQualifier() SortSpecificationに、単一の属性、ソート順序およびオプション
で属性のクラスと別名を追加します。
検索アプリケーションの構築 8-5



セレクタの操作
セレクタの構成と実行セレクタの構成と実行セレクタの構成と実行セレクタの構成と実行
セレクタを構成して、実行し、問合せ結果を取り出す手順は、次のとおりです。

1. セレクタを構成します。

2. クラス名を指定します。

3. このクラスのサブクラスを含めるかどうかを指定します。

4. 問合せ条件を指定します。

5. SortSpecificationを構成してセレクタ上で設定し、ソート条件を指定します。

6. 問合せを実行して問合せ結果を取り出します。 

セレクタの構成セレクタの構成セレクタの構成セレクタの構成
初の手順は、Selectorクラスをインスタンス化することです。

Selector selector = new Selector();

getSortAttributes() SortSpecificationに現在含まれているすべての属性の配列を戻し
ます。

getSortOrders() SortSpecificationに現在含まれているすべてのソート順序の配列
を戻します。

getDefaultClass()
setDefaultClass()

SortSpecificationにある属性のデフォルト・クラスを決定します。

getDefaultAlias()
setDefaultAlias()

SortSpecificationにある属性のデフォルト別名を決定します。

注意注意注意注意 : このクラスのインスタンスは永続的ではありません。同じセレク
タを複数セッションで使用するには、保存できる SelectorObjectを使用す
ることを考慮してください。このクラスの詳細は、
oracle.ifs.beans.SelectorObject.の Javadocを参照してくださ
い。

表表表表 8-2 SortSpecificationの主要メソッドの主要メソッドの主要メソッドの主要メソッド（続き）（続き）（続き）（続き）

メソッドメソッドメソッドメソッド 用途用途用途用途
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クラス名の指定クラス名の指定クラス名の指定クラス名の指定
FOLDERや DOCUMENTなど、問合せで選択する必要のあるクラスの名前を指定します。
指定したクラスは、Oracle 9iFSで生成される SQL FROM句に挿入されます。次の例では、
セレクタは Attributeクラスのインスタンスを問い合せます。

selector.setSearchClassname("ATTRIBUTE");

サブクラスを含めるかどうかの指定サブクラスを含めるかどうかの指定サブクラスを含めるかどうかの指定サブクラスを含めるかどうかの指定
セレクタで指定したクラスのサブクラス間で再帰的に問い合せる必要があるかどうかを指定
します。

selector.setRecursiveSearch(false);

問合せ条件の指定問合せ条件の指定問合せ条件の指定問合せ条件の指定
SQLのWHERE句になる文字列（ワードWHEREは除く）を構成して問合せ条件を指定し、
文字列を Selectorの setSearchSelection()メソッドに渡します。次の例では、セレク
タは ATTRIBUTEクラスのうち、DATATYPEが Booleanのすべてのインスタンスを検索し
ます。

s = "DATATYPE = " + Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_BOOLEAN;
selector.setSearchSelection(s);

ソート条件の指定ソート条件の指定ソート条件の指定ソート条件の指定
問合せ結果のソート順序条件を保持するように SortSpecificationを構成します。
SortSpecificationで指定する属性は、セレクタに指定したクラスの属性と一致する必要があ
ります。 

1. メソッド new SortSpecification()がコールされ、SortSpecificationがインスタン
ス化されます。SortSpecificationオブジェクトには、すべてのソート条件が保持されま
す。 

2. SortSpecificationのメソッド addSortQualifiers()がコールされ、SortSpecification
に属性とソート順序の配列が作成されます。次の例では、セレクタは検索結果を
ATTRIBUTEクラスの NAMEおよび REQUIRED属性順にソートします。

3. セレクタの setSortSpecification()メソッドがコールされ、検索にソート条件が
追加されます。

ss = new SortSpecification();
ss.addSortQualifiers(new String[] {"NAME", "REQUIRED"}, new boolean[] 
{false, true});
selector.setSortSpecification(ss);
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問合せの実行と問合せ結果の取出し問合せの実行と問合せ結果の取出し問合せの実行と問合せ結果の取出し問合せの実行と問合せ結果の取出し
セレクタを実行して問合せ結果を取り出すには、次の 2つの方法があります。

1. 配列の使用

2. カーソルの使用

配列の使用配列の使用配列の使用配列の使用  getItems()メソッドをコールしてセレクタを実行し、問合せ結果を配列とし
て操作できます。その後は、配列をループして各問合せの結果を取り出すことができます。

LibraryObject[] results = selector.getItems();
LibraryObject lo;

int count = (results == null) ? 0 : results.length;
for (int i = 0; i < count; i++)
{

lo = results[i];
}

getItems()メソッドで索引の位置を指定し、配列から特定項目をフェッチできます。

LibraryObject lo = selector.getItems(i);

カーソルの使用カーソルの使用カーソルの使用カーソルの使用  検索で多数の結果が戻されることが予想されるが、すべてを一度に表示し
ない場合は、カーソルを使用できます。

1. 初に、resetItems()メソッドをコールしてカーソルをリセットします。

2. セレクタで openItems()メソッドをコールし、検索のカーソルをオープンします。

3. getItemCount()メソッドを使用すると、問合せから戻される結果の数を指定できま
す。

4. セレクタで nextItem()メソッドをコールして、個々の項目へと順に切り替えます。

5. 終了後に、セレクタで closeItems()メソッドをコールして、カーソル・ベースのア
クセスの後に検索をクローズします。

selector.resetItems(); 
selector.openItems();

int count = selector.getItemCount();
LibraryObject lo;

for (int i = 0; i < count; i++) 
{
  lo = selector.nextItem(); 
}

selector.closeItems(); 
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サンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード
例 8-2に、次の SQL問合せのように、Oracle 9iFS内の Attributeのうち、BOOLEANデータ
型の Attributeをすべて問い合せて結果をソートするように、セレクタを構成して実行しま
す。

SELECT * FROM ATTRIBUTE WHERE DATATYPE = BOOLEAN 
ORDER BY NAME DESC, REQUIRED

例例例例 8-2 セレクタの構成と実行セレクタの構成と実行セレクタの構成と実行セレクタの構成と実行

1. セレクタを構成します。

Selector selector = new Selector(session);

2. クラス名を指定します。

selector.setSearchClassname("ATTRIBUTE");

3. サブクラスを含めるかどうかを指定します。

selector.setRecursiveSearch(false);

4. 問合せ条件を指定します。

String s = "DATATYPE = " + 
      Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_BOOLEAN; 

selector.setSearchSelection(s);

5. 問合せ結果のソート順序を指定するように SortSpecificationを構成します。

SortSpecification ss = new SortSpecification();
ss.addSortQualifiers(new String[] {"NAME", "REQUIRED"},
                     new boolean[] {false, true}); 
selector.setSortSpecification(ss);

6. 問合せを実行して問合せ結果を取り出します。

LibraryObject[] attributes = selector.getItems();

7. 結果をループします。

Attribute att;
int count = (attributes == null) ? 0 : attributes.length;
for (int i = 0; i < count; i++) 
{ 
  att = (Attribute) attributes[i]; 
}
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8. 索引を使用して、結果に含まれる 初と 後のオブジェクトをフェッチします。

att = (Attribute) selector.getItems(0); 
att = (Attribute) selector.getItems(count - 1);

9. カーソルを使用して結果をフェッチします。

selector.resetItems(); 
selector.openItems();
count = selector.getItemCount();

for (int i = 0; i < count; i++) 
{ 
   attribute = (Attribute) selector.nextItem(); 
} 

検索の操作検索の操作検索の操作検索の操作
単純な問合せ条件を指定して単一クラスの情報を問い合せる場合は、セレクタを使用すれば
十分です。ただし、セレクタでは、複数のクラスの結合、内容条件と関係条件の指定または
バインド変数の使用を伴う問合せは構成できません。

検索には、リポジトリ内で複合問合せを構成して実行できるように、より確実なインタ
フェースが用意されています。検索では、属性、内容、フォルダ、他の関係および非定型メ
タデータに関する条件に基づいて、複数クラスの情報を問合せできます。検索のコンポーネ
ントを動的にアセンブルし、バインド変数で渡すことができます。また、後で検索の実行に
使用できるように、検索条件を永続的に保存することもできます。

例例例例 8-3 複合問合せ複合問合せ複合問合せ複合問合せ

find all Documents and Folders that are in my Home Folder, whose ModifiedDate is 
less than <VariableDate>, and whose Name contains 'XML' or whose Content contains 
'XML'

Searchオブジェクト・モデルオブジェクト・モデルオブジェクト・モデルオブジェクト・モデル
Oracle 9iFSの Searchオブジェクト・モデルでは、次の 4つのプライマリ Javaオブジェクト
を使用して問合せを構成して実行し、検索結果を操作し、検索条件を保存しています。

� SearchSpecification

� Search

� SearchResultObject

� SearchObject
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検索の操作
SearchSpecification
Searchオブジェクト・モデルでは、SearchSpecificationを使用してオブジェクト指向の方法
で複合問合せをアセンブルできます。SearchSpecificationは、問合せのコンポーネントを動
的にアセンブルするために使用される Java構造体です。図 8-2「Searchオブジェクト・モデ
ル」に、FROM句、WHERE句、WHERE句の各 EXPRESSIONおよび ORDER BY句など、
リポジトリに対する問合せ用の SQL SELECT文の各コンポーネントを Javaオブジェクトと
して表す方法を示します。この各種コンポーネントは SearchSpecificationにアセンブルされ
てから、問合せの実行に使用される Searchオブジェクトに渡されます。 Oracle 9iFSでは、
問合せの実行時に SQL SELECT文が自動的に生成され、リポジトリに対する問合せが実行
されます。その後、Oracle 9iFSでは問合せ結果がオブジェクトの配列として戻され、それを
読み取って操作できます。 

図図図図 8-2 Searchオブジェクト・モデルオブジェクト・モデルオブジェクト・モデルオブジェクト・モデル

表 8-3に、SearchSpecificationのコンポーネントと SQL問合せのコンポーネントとのマッピ
ングを示します。

表表表表 8-3 SQL とととと Javaの比較の比較の比較の比較

SELECT <result> FROM <list> SearchClassSpecification

WHERE SearchQualification

  ( SesarchClause

    <expression> AttributeQualification、FolderRestrictQualification、ContextQualification、
ExistenceQualification、FreeFormQualificationまたは PropertyQualification

    <join> JoinQualification

    ( SearchClause
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このように、Oracle 9iFSの検索インタフェースでは、複合問合せをオブジェクト指向の方法
でプログラムによりアセンブルできます。Java構造を使用して問合せを定義すると、各コン
ポーネントを柔軟に操作し、問合せを動的に変更し、リポジトリに対して複数回実行できま
す。また、Oracle 9iFSの基礎となるスキーマの複雑さを知る必要もなくなります。

Oracle 9iFSでは、次の Javaオブジェクトを使用して SearchSpecificationのコンポーネント
が構成されます。

� SearchSpecificationは、検索の構造体全体を表します。 SearchSpecificationには、
AttributeSearchSpecificationおよび ContextSearchSpecificationという 2つのタイプが
あります。図 8-3のように、SearchSpecificationは、SearchClassSpecification、
SearchQualificationおよび SearchSortSpecificationという 3つのサブコンポーネントか
ら構成されています。

図図図図 8-3 SearchSpecificationのコンポーネントのコンポーネントのコンポーネントのコンポーネント

� SearchClassSpecificationは、検索の 'SELECT'句および 'FROM'句に含まれるクラスを
表します。Oracle 9iFSは情報をオブジェクト指向の方法で操作するため、
SelectClassSpecificationでは、SQLのように表やフィールドのリストを指定するのでは
なく、問合せ対象となるクラスのリストを指定します。SearchClassSpecificationは、結
果クラスおよび検索クラスという 2つのクラス・セットを保持します。結果クラスは
'SELECT'句（SELECT Documentなど）の構成に使用されます。検索から戻されるオブ

      <expression> AttributeQualification、FolderRestrictQualification、ContextQualification、
ExistenceQualification、FreeFormQualificationまたは PropertyQualification

      <join> JoinQualification

      <expression> AttributeQualification、FolderRestrictQualification、ContextQualification、
ExistenceQualification、FreeFormQualificationまたは PropertyQualification

ORDER BY <list> SearchSortSpecification

表表表表 8-3 SQL とととと Javaの比較の比較の比較の比較（続き）（続き）（続き）（続き）
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ジェクトは、結果クラスのインスタンスとなります。検索クラスは 'FROM'句（FROM 
Document、ContentObjectなど）の構成に使用されます。検索条件は、検索クラスに関
連している必要があります。

� SearchQualificationは検索条件を表します。 Oracle 9iFSでは、SQL SELECT文の
'WHERE'句を構成するために使用されます。SearchQualificationでは、owner = 
'WTalman'や contains('XML')など、様々な条件に基づいて検索条件を指定できます。
図 8-4のように、条件は、SearchQualification内で条件を表すオブジェクトのグループ
をアセンブルして定義します。AttributeQualification、FolderRestrictQualification、
ContextQualification、ExistenceQualification、FreeFormQualification、
PropertyQualificationおよび JoinQualificationは、様々なタイプの条件を表すために使
用されます。SearchQualification内の条件は、SearchClauseオブジェクトを使用して結
合されます。

図図図図 8-4 SearchQualificationのアセンブリのアセンブリのアセンブリのアセンブリ

� AttributeQualificationは、属性の値に関する条件（"find all documents whose owner is 
'WTalman'"など）を表します。属性は、Oracle 9iFSでサポートされるデータ型であれ
ば、どのような型でもかまいません。 

� FolderRestrictQualificationは、検索対象を指定のフォルダまたはその分岐に限定する
条件（"find all documents in my home folder"など）を表します。 

� ContextQualificationは、ドキュメントのテキストに関する条件（"find all documents 
containing the word 'XML' "など）を表します。ContextQualificationは、SQL SELECT
文のWHERE句で CONTAINS()式を構成するために使用されます。

� ExistenceQualificationは、属性の値が可能な値のリストの 1つと一致するという条件
（"find all reports where the report number is one of the following: 3a, 3b, 6a, 7c"など）、
または、属性の値が別のオブジェクトの属性の値と一致するという条件（"find all 
documents where the name of a document matches the name of a folder"など）を表し
ます。ExistenceQualificationは、SQL SELECT文のWHERE句で IN式を構成するため
に使用されます。
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� PropertyQualificationは、PropertyBundle内のプロパティに関する条件（"find all 
documents where the italian_title_translation property = 'Vino di Italia' "など）を表し
ます。 Oracle 9iFSでは、オブジェクトに関するメタデータを Attributeとして格納でき
るのみでなく、非定型メタデータの名前 /値のペアで構成される PropertyBundleに格
納することもできます。 PropertyQualificationは、オブジェクトの Propertyに関する条
件を指定するために使用されます。Oracle 9iFSでは、PropertyQualificationは SQL式
である exists (select list of properties where name = <Name> and type = <Type> and 
value <oper> <Value>)のように変換されます。

� FreeFormQualificationは、WHERE句に非定型 SQL式を含む文字列を表します。
FreeFormQualificationを使用すると、SQL構文の自由形式の文字列を通じて他のあら
ゆるタイプの条件を組み込むことができます。指定した SQL構文は、Oracle 9iFSによ
り生成される SQL SELECT文に挿入され、逆解析されます。

� JoinQualificationは、SearchSpecificationに関連オブジェクトに関する条件が含まれて
いる場合のWHERE句内の結合を表します。たとえば、問合せ "find all documents 
where owner's e-mail address is 'roadrunner@acme.com'"では、ドキュメントのメタ
データを所有者に関するメタデータと結合する必要があります。JoinQualificationを使
用すると、ドキュメントのメタデータをユーザーのメタデータと結合する方法（"select 
* from Document d, DirectoryUser u WHERE d.owner = u.id"など）を指定できます。

� SearchClauseは、SQL SELECT文の 'WHERE'句内の条件を結合するために使用されま
す。SearchClausesでは、条件を表す 2つのオブジェクトを論理演算子で結合できます
（"find all documents where name = 'User Guide' AND modification_date > 'January 01, 

2001' "など）。また、NOT演算子を使用して単一条件に関する否定条件を指定すること
もできます（"find all documents that are NOT in my home folder "など）。
SearchClausesでは、他の SearchClausesを結合して 3つ以上の条件を 1つの
SearchQualificationにネストできます。

� SearchSortSpecificationは、検索結果のソート順序を表します。Oracle 9iFSでは、SQL 
SELECT文の ORDER BY句を構成するために使用されます。

Search
Oracle 9iFSの Searchオブジェクト・モデルには、問合せの実行用にもう 1種類のオブジェクト
である Searchが用意されています。SearchSpecificationは、アセンブル後に新規検索の作成
に使用されます。次に、Searchが次の操作に使用されます。

1. 検索条件の遅延バインド変数を渡します。

2. 検索に使用する言語を指定します。

注意注意注意注意 : 演算子と優先順位の詳細は、『Oracle9i SQLリファレンス』を参照
してください。
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検索の操作
3. 問合せを実行します。

4. 結果を取得します。 

SearchResultObject
検索の実行時に、Oracle 9iFSは検索条件と一致したオブジェクトごとに、ヒットした結果の
配列を戻します。ヒットした結果は、SearchSpecificationに指定したソート条件に従って配
列内でソートされます。また、それぞれ配列内で SearchResultObjectで表されます。
SearchResultObjectを使用すると、ヒットした結果がある実際のオブジェクトを取り出すこ
とができます。 

戻されるオブジェクトは、SearchClassSpecificationで指定した結果クラスのインスタンスで
す。各オブジェクトは、オブジェクトのクラスに関連する属性と内容で構成されます。

SearchResultObjectからオブジェクトを取り出すと、検索アプリケーションでは、そのオブ
ジェクトの属性と内容を表示して操作でき、リポジトリからオブジェクトを取り出すために
第 2のコールを行う必要はありません。ただし、検索アプリケーションで関連オブジェクト
（親フォルダなど）の表示または操作が必要な場合は、第 2の操作を実行し、リポジトリか
ら関連オブジェクトを取り出す必要があります。

SearchObject
SearchSpecificationは、Oracle 9iFSに SearchObjectとして永続的に保存できます。
SearchObjectには検索条件が格納されるため、ユーザーはいつでもその検索を再構成して実
行できます。検索条件のみが保存されるため、検索ではその検索条件を現在満たしているオ
ブジェクトが動的に戻されます。 

SearchObjectは、ユーザーがリポジトリ内の情報にアクセスするための強力な手段を提供し
ます。たとえば、特定のトピックへの関連性を示す属性と内容に関する条件を格納し、その
トピックに関連する情報を検索するように SearchObjectを定義できます。調査担当は、
SearchObjectを使用すると、そのトピックに関する情報を簡単に検索できます。また、
SearchObjectを使用すると、リポジトリを共通の属性、内容または関係を持つオブジェク
ト・セットに動的に編成する仮想フォルダを実装できます。リポジトリ内で新規オブジェク
トが作成されると、そのオブジェクトは関連する仮想フォルダ内で自動的に参照されます。
このように、SearchObjectは強力なリポジトリ編成方法を提供します。ユーザーがオブジェ
クトを手作業でフォルダに格納する必要はありません。

SearchObjectクラスは PublicObjectを拡張するため、ユーザーは AccessControlListを適用
して SearchObjectを共有できます。AccessControlListは、ユーザーとグループが
SearchObjectにアクセスできる方法を指定します。また、SearchObjectは、ユーザーがアク
セスしやすいようにフォルダに入れることもできます。

PublicObjectに AccessControlListを適用する方法の詳細は、第 15章「セキュリティ」を参
照してください。
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Search API
Oracle 9iFS Java APIには、カスタム・アプリケーションで検索を構成して実行し、検索結
果を操作できるように、Javaクラスのセットが用意されています。oracle.ifs.search
パッケージには、検索構成用の次の Javaクラスが含まれています。

� SearchSpecification

� AttributeSearchSpecification

� ContextSearchSpecification

� SearchClassSpecification

� SearchQualification

� AttributeQualification

� ContextQualification

� FolderRestrictQualification

� ExistenceQualification

� PropertyQualification

� FreeFormQualification

� JoinQualification

� SearchClause

� SearchSortSpecification

oracle.ifs.beansパッケージには、検索の実行、検索結果の取出しおよび検索条件の保
存用に、次の 3つの Javaクラスが含まれています。

� Search

� SearchResultObject

� SearchObject

注意注意注意注意 : このリリースの Oracle 9iFSのクライアントでは、SearchObjectへ
のアクセスはサポートされません。ユーザーが SearchObjectを操作できる
ように、カスタム・ユーザー・インタフェースを構築する必要がありま
す。
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SearchSpecification
SearchSpecificationは、検索のすべてのコンポーネントをアセンブルするための抽象
クラスです。このクラスは、AttributeSearchSpecificationおよび
ContextSearchSpecificationにより拡張されます。SearchSpecificationクラス
をインスタンス化するかわりに、検索条件に応じて、そのサブクラスのどちらかをインスタ
ンス化します。

AttributeSearchSpecification
AttributeSearchSpecificationクラスは、ドキュメントの内容に関する条件を含まな
い検索の構成に使用されます。

Oracle 9iFSでは、条件の性質に従って検索が自動的に 適化されます。内容条件（"find all 
documents whose owner is 'user1'"など）を含まない検索の場合は、
ContextSearchSpecificationで構成するよりも、
AttributeSearchSpecificationで構成する方が効率的になります。

表 8-4に、AttributeSearchSpecificationクラスで も使用頻度の高いメソッドを示
します。

ContextSearchSpecification
ContextSearchSpecificationクラスは、内容条件（"find all documents whose content 
contains 'XML'"など）を含む検索を構成する場合に使用されます。
ContextSearchSpecificationの SearchQualificationコンポーネントには、1つ
以上の ContextQualificationが必要です。

注意注意注意注意 : SearchSpecificationを使用すると、リポジトリ内のオブジェ
クトのカスタム SQLビューを作成できます。このビューの作成手順は、
『Oracle9i データベース管理者ガイド』を参照してください。

表表表表 8-4 AttributeSearchSpecification のメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getSearchClassSpecification()

setSearchClassSpecification()

検索対象となる情報のクラスを指定する
SearchClassSpecificationを設定します。

getSearchQualification()

setSearchQualification()

検索対象となる情報のクラスを指定する
SearchQualificationを設定します。

getSearchSortSpecification

setSearchSortSpecification()

検索結果のソート順序を指定する
SearchSortSpecificationを設定します。
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ContextSearchSpecificationは AttributeSearchSpecificationを拡張するた
め、表 8-4に定義したのと同じメソッドを持ちます。表 8-5に、
ContextSearchSpecificationクラスに用意されているその他のメソッドを示します。

SearchClassSpecification
SearchClassSpecificationクラスは、検索対象となるクラスの指定に使用されます。
また、検索を指定のクラスのサブクラス間で再帰的に実行する必要があるかどうかも指定で
きます。検索に複数クラスの情報を結合する条件が含まれている場合は、
SearchClassSpecificationを使用すると戻されるクラスを指定できます。表 8-6に、
SearchClassSpecificationクラスで も使用頻度の高いメソッドを示します。

注意注意注意注意 : Contextは Oracle Textの旧称で、Oracle 9iFSによりリポジトリ内
のドキュメントの内容に索引付けするためにオプションで使用されるデー
タベース機能です。

表表表表 8-5 ContextSearchSpecificationのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

setContextClassname()

getContextClassname()

ContextQualificationに指定した条件に基づ
いて検索されるクラスを指定します。デフォルトで
は、Oracle 9iFSではすべての Documentの内容が
ContentObjectのインスタンスとして格納されま
す。ContentObjectは属性 Contentを持つクラスで
あり、この属性にはドキュメントの実際の内容が格
納されます。

表表表表 8-6 SearchClassSpecificationのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

addSearchClass()

addSearchClasses()

getSearchClassnames()

内容条件が適用される特定の情報クラスを決定しま
す。そのクラスの別名指定にも使用されます。

getSearchClassAliases() SearchClassSpecification内のクラスの別名のリス
トを取得します。

getRecursiveBehavior() 問合せをクラスのサブクラス間で再帰的に適用する
必要があるかどうかを決定します。
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SearchQualification
SearchQualificationは、検索条件をアセンブルするための抽象クラスです。
AttributeQualification、FolderRestrictQualification、
ContextQualification、ExistenceQualification、FreeFormQualification、
PropertyQualification、JoinQualificationおよび SearchClauseは、このクラ
スを拡張し、各種条件の構成に使用されます。すべての条件が 終的に単一の
SearchQualificationに結合され、SearchSpecificationの setSearchQualification()メ
ソッドに渡されます。

AttributeQualification
AttributeQualificationクラスは、属性値に関する条件の構成に使用されます。

表 8-7 に、AttributeQualificationクラスで も使用頻度の高い定数とメソッドを示し
ます。

addResultClass()

getResultClassnames()

検索で戻される必要のある情報のクラスを決定しま
す。検索で戻される情報のクラスは、Classes属性
でも指定する必要があります。

表表表表 8-7 AttributeQualification の定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッド

getAttributeName()

getAttributeClassname()

setAttribute()

条件の基礎となる属性を決定します。

getOperatorType()

setOperatorType()

EQUAL

GREATER_THAN

GREATER_THAN_EQUAL

IS_NOT_N ULL

IS_NULL

LESS_THAN

LESS_THAN_EQUAL

LIKE

NOT_EQUAL

属性を指定の値と比較する演算子を決定します。

定数は、条件中の比較演算子を表します。 現在、Oracle 
9iFSでサポートされている演算子は、文字列に対する
'IS_NULL'、'IS_NOT_NULL'および 'LIKE'のみです。

表表表表 8-6 SearchClassSpecificationのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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ContextQualification
ContextQualificationクラスは、ドキュメントの内容に関する条件の構成に使用されま
す。

表 8-8に、ContextQualificationクラスで も使用頻度の高い定数とメソッドを示しま
す。

getValue()

setValue()

属性の比較対象となる値を決定します。

注意注意注意注意 : 演算子 LIKEを使用すると、有効な SQLワイルド
カード（%や _など）を値に使用できます。

getDateComparisonLevel()

setDateComparisonLevel()

DATE_COMP_DAY

DATE_COMP_HOUR

DATE_COMP_MIN

DATE_COMP_MONTH

DATE_COMP_SEC

DATE_COMP_YEAR

DATE型の属性の場合、これらのメソッドと定数では
Oracle 9iFSで属性と日付値を比較するレベルを指定し
ます。

たとえば、AttributeQualificationを使用すると、
'CreateDate' Attributeを、'March 21, 2001 08:30 am'
（'CreateDate < SYSDATE'など）に設定されているシス
テム生成の日付 'SYSDATE'と比較できます。ただし、
2001年 3月 20日以前、つまり 2001年 3月 20日 23:59 
p.m.以前に作成されたすべての情報を取り出す必要が
ある場合があります。AttributeQualificationで 2001年
3月 21日 7:00 a.m.に作成された情報が戻されるのを防
ぐには、日付の比較レベルを DATE_COMP_DAYに設
定します。

isCaseIgnored()

setCaseIgnored()

条件に大 /小文字区別が必要かどうかを決定します。

たとえば、IgnoreCaseを 'true'に設定すると、条件
NAME = 'XML'では NAMEが 'xml'の情報は戻されま
せん。

表表表表 8-8 ContextQualification の定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッド

getName()

setName()

ContextQualificationの Nameを決定します。名前を使用
して、Oracle Textでソート条件として生成される関連性
スコアを組み込むことができます。

ORDER_PREFIX Oracle Textで生成される関連性スコアを
SearchSortSpecificationに組み込む場合に使用します。定
数は ContextQualificationの Nameに連結され、Oracle 
9iFSにより ORDER BY句に正しい SQL構文を生成する
ために使用されます。

表表表表 8-7 AttributeQualification の定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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FolderRestrictQualification
FolderRestrictQualificationは、検索対象を指定のフォルダまたはその分岐に限定
する条件を構成するために使用されます。

表 8-9に、FolderRestrictQualificationクラスで も使用頻度の高いメソッドを示し
ます。

ExistenceQualification
ExistenceQualificationは、属性値が可能な値のリストの 1つと一致するという条件、
または属性値が別のオブジェクトの属性の値と一致するという条件を構成するために使用さ
れます。

getQuery()

setQuery()

Oracle Textに内容検索の条件として渡されるテキスト問
合せ文字列を決定します。問合せ文字列は、Oracle 9iFS
から CONTAINS() SQLファンクションのテキスト文字列
引数にそのまま渡され、このファンクションにより
Oracle Textがコールされ、内容の問合せが実行されま
す。問合せ文字列は Oracle 9iFSで変更されないため、
Oracle Textで要求される構文に従って、必要な数のトー
クン、式演算子および結合演算子を含めることができま
す。 

注意注意注意注意 : Oracle Textに対するテキスト問合せ文字列の構文規則の詳細は、
『Oracle9i SQLリファレンス』を参照してください。

表表表表 8-9 FolderRestrictQualificationのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getStartingFolder()

setStartFolder()

検索の限定対象となるフォルダを決定します。フォ
ルダ階層の複数レベルの分岐にまたがって検索する
場合、StartFolderは分岐の 上位ノードです。

isMultiLevel()

setMultiLevel()

検索で StartFolderのサブフォルダを横断するかどう
かを決定します。

getSearchClassname()

setSearchClassname()

フォルダ内で検索する情報のクラスを決定します。
Searchクラスは、FolderRestrictQualificationととも
に SearchSpecificationに自動的に含まれます。

表表表表 8-8 ContextQualification の定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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表 8-10に、ExistenceQualificationクラスで も使用頻度の高いメソッドを示します。

PropertyQualification
PropertyQualificationは、オブジェクトの PropertyBundle内のプロパティに関する
条件を表します。

表 8-11に、PropertyQualificationクラスで も使用頻度の高いメソッドを示します。

表表表表 8-10 ExistenceQualificationのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getLeftAttributeName()

getLeftAttributeClassname()

setLeftAttribute()

条件の左辺で、値が条件の右辺に指定され
た値の 1つと一致する必要のある属性を決
定します。

getRightAttributeName()

getRightAttributeClassname()

setRightAttribute()

属性を経由して条件の右辺の値のリストを
決定します。

getRightAttributeValue()

isRightAttributeValue()

setRightAttributeValue()

AttributeValue[]配列を経由して条件
の右辺の値のリストを決定します。

表表表表 8-11 PropertyQualificationのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getPropertyName()

setPropertyName()

検索対象となるプロパティの名前を決定します。

getOperatorType()

setOperatorType()

プロパティを指定の値と比較するために使用する演
算子を決定します。このメソッドは、
AttributeQualificationに定義された定数（EQUAL
など）を受け取って、条件内で比較演算子を表しま
す。現在、Oracle 9iFSでサポートされている演算子
は、文字列に対する 'IS_NULL'、'IS_NOT_NULL'お
よび 'LIKE'のみです。

getValue()

setValue()

属性の比較対象となる値を決定します。演算子 LIKE
を使用すると、有効な SQLワイルドカード（%や _
など）を値に使用できます。
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FreeFormQualification
FreeFormQualificationクラスは、SQL構文の自由形式の文字列を通じて他のタイプの
条件を組み込むために使用されます。

表 8-12に、FreeFormQualificationクラスで も使用頻度の高いメソッドを示します。

getDateComparisonLevel()

setDateComparisonLevel()

DATE型のプロパティの場合、これらのメソッドで
は Oracle 9iFSで属性と日付値を比較するレベルを指
定します。このメソッドは、AttributeQualification
に定義された定数（DATE_COMP_DAYなど）を受
け取って、条件内で様々な比較レベルを表します。

たとえば、PropertyQualificationを使用すると、
'PublicationDate'プロパティを、'March 21, 2001 
08:30 am'（'PublicationDate < SYSDATE'など）に設
定されているシステム生成の日付 'SYSDATE'と比較
できます。ただし、2001年 3月 20日以前、つまり
2001年 3月 20日 23:59 p.m.以前に作成されたすべ
ての情報を取り出す必要がある場合があります。
AttributeQualificationで 2001年 3月 21日 7:00 a.m.
に作成された情報が戻されるのを防ぐには、日付の
比較レベルを DATE_COMP_DAYに設定します。

isCaseIgnored()

setCaseIgnored()

条件に大 /小文字区別が必要かどうかを決定します。

たとえば、IgnoreCaseを 'true'に設定すると、条件
NAME = 'XML'では NAMEが 'xml'の情報は戻され
ません。

isLateBound()

getLateBoundDataType()

setLateBoundDataType()

プロパティの値が遅延バインド変数で与えられるよ
うに指定します。

setClassname()

getClassname()

PropertyBundleを持つ情報のクラスを決定します。
Searchクラスは、PropertyQualificationとともに
SearchSpecificationに自動的に含まれます。

表表表表 8-12 FreeFormQualificationのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getSQLExpression()

setSQLExpression()

SQL式を含む Stringを決定します。

表表表表 8-11 PropertyQualificationのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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JoinQualification
JoinQualificationは、関連するオブジェクトに関する条件を含める場合の結合の構成
に使用します。

表 8-13に、JoinQualificationクラスで も使用頻度の高いメソッドを示します。

SearchClause
SearchClauseは、SearchQualificationのコンポーネントをアセンブルするために使用さ
れます。SearchClauseは、論理演算子を使用して条件を結合します。SearchClauseは
他の SearchClausesを結合できるため、複数の SearchClausesを単一の
SearchQualificationにネストできます。

表 8-14に、SearchClauseクラスで も使用頻度の高い定数とメソッドを示します。

表表表表 8-13 JoinQualificationのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getLeftAttributeName()

getRightAttributeName()

setLeftAttribute()

setRightAttribute()

結合条件の左辺と右辺を決定します。

getLeftAttributeClassname()

getRightAttributeClassname()

結合条件に指定したどちらかの属性のクラスを取得
します。

表表表表 8-14 SearchClauseの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッド

getLeftSearchQualification()

setLeftSearchQualification()

SearchClauseの左辺の条件を決定します。

getOperatorType()

setOperatorType()

AND

OR

NOT

SearchClauseで条件の結合に使用する演算子を決定し
ます。

これらの定数は、句の演算子を表すために使用します。

getRightSearchQualification()

setRightSearchQualification()

SearchClauseの右辺の条件を決定します。
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SearchSortSpecification
SearchSortSpecificationは、検索結果のソート順序を構成します。

表 8-15に、SearchSortSpecificationクラスで も使用頻度の高い定数とメソッドを
示します。

Search
Searchクラスは、問合せを実行して結果を取り出すために使用されます。
SearchSpecificationが構成されると、Searchの setSearchSpecification()メソッドに
渡されます。その後、open()メソッドがコールされてバインド変数が渡され、検索が実行
されます。この時点で、Oracle 9iFSは SearchSpecificationから SQL SELECT文をコンパイ
ルし、Oracle 9iFSスキーマに対して問合せを実行します。

表 8-16に、Searchクラスで も使用頻度の高いメソッドを示します。

表表表表 8-15 SearchSortQualificationの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッドの定数とメソッド

add() SearchSortSpecificationに 1つ以上のソート条件を追加
します。

getClassnames() 検索結果の順序付けに使用される属性のクラスを決定し
ます。

getAttributesNames() 検索結果の順序付けに使用される属性を決定します。

getOrders()

ASCENDING

DESCENDING

属性に基づき、結果の順序として昇順または降順を決定
します。

これらの定数は、SearchSortSpecificationに指定された
順序を表すために使用します。

表表表表 8-16 Searchの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

getSearchSpecification()

setSearchSpecification()

Searchの問合せ条件を保持する SearchSpecification
を決定します。

open() 遅延バインド変数を渡し、問合せを実行し、検索結
果へのカーソルをオープンします。

close() 検索のカーソルをクローズします。
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SearchResultObject
SearchResultObjectクラスは、検索結果の操作に使用されます。next()メソッドは、
単一の検索結果を表す SearchResultObjectを戻します。SearchResultObjectは、検索条件を
満たすオブジェクトの取出しに使用されます。

表 8-17に、SearchResultObjectクラスで も使用頻度の高いメソッドを示します。

SearchObject
SearchObjectクラスは、検索条件をリポジトリに永続的に保存するために使用されます。
SearchObjectには SearchSpecificationが格納されるため、それを使用して検索を再構成し、
複数回実行できます。

表 8-18に、SearchObjectクラスで も使用頻度の高いメソッドを示します。

dispose() 検索のカーソルをクローズし、そのリソースを完全
に解放します。dispose後の Searchは reopened()
できません。

next()
getItemCount()

検索結果を取得します。

表表表表 8-17 SearchResultObjectのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getLibraryObject() SearchResultObjectなど、検索でヒットした結果が
ある LibraryObjectを戻します。

getScore() Oracle Textにより生成されたスコアを戻します。
このスコアは、ContextQualificationに指定された
内容条件に対するドキュメントの関連性を示しま
す。

表表表表 8-18 SearchObjectのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getSearch() SearchObjectにより格納された SearchSpecification
から新規の Searchを構成します。

getSearchSpecification()
setSearchSpecification()

SearchObjectに格納された検索条件を表す
SearchSpecificationを決定します。

表表表表 8-16 Searchの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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検索の構成と実行検索の構成と実行検索の構成と実行検索の構成と実行
検索を構成し、実行して保存するには、アプリケーションで次のタスクを実行します。

1. SearchSpecificationの構成

2. SearchClassSpecificationの構成

3. 条件ごとの SearchQualificationの構成

4. 単一の SearchQualificationへの条件の結合

5. SearchSortSpecificationの構成

6. 検索の構成と実行

7. SearchResultObjectのフェッチ

8. SearchObjectとしての SearchSpecificationの保存

SearchSpecificationの構成の構成の構成の構成
検索アプリケーションの構築の 初のステップは、SearchSpecificationを構成することです。
問合せに Document内容条件が含まれている場合は、ContextSearchSpecificationを構成し
ます。それ以外の場合は、AttributeSearchSpecificationを構成します。

例例例例 8-4 AttributeSearchSpecification の構成の構成の構成の構成

AttributeSearchSpecification asp = new AttributeSearchSpecification();

例例例例 8-5 ContextSearchSpecificationの構成の構成の構成の構成

ContextSearchSpecification csp = new ContextSearchSpecification();

SearchClassSpecificationの構成の構成の構成の構成
検索して検索結果に含める情報のクラスを指定するには、SearchClassSpecificationを構成し
て、SearchSpecificationの setClassSpecification()メソッドに渡します。 

例例例例 8-6 SearchClassSpecificationの構成の構成の構成の構成

// Following code constructs a SearchClassSpecification 
// to represent the SELECT and FROM clauses in a query.
//
//   e.g.,  SELECT Document, Category 
//         FROM Document, Category, Folder
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1. クラス名、別名および再帰動作の配列を作成します。

String [] classNames = new String[] {"Document", "Category", "Folder"};
String [] aliasNames = new String[] {"d", "c", "f"};
Boolean [] delBvrs = new Boolean [] {false, false, false};
Boolean [] recBvrs = new Boolean [] {false, true, false};

2. SearchClassSpecificationを構成してクラス名に渡します。

SearchClassSpecification scp = 
     new SearchClassSpecification(classNames, aliasNames, delBvrs, recBvrs); 

3. 検索で戻される情報のクラスを指定します。

scp.addResultClass("Document");
scp.addResultClass("Category");

4. SearchSpecificationに SearchClassSpecificationコンポーネントを追加します。

asp.setSearchClassSpecification(scp);

条件ごとの条件ごとの条件ごとの条件ごとの SearchQualificationの構成の構成の構成の構成
問合せ条件の条件ごとに、該当する SearchQualificationサブクラスのインスタンスを
構成します。

� AttributeQualification

� ContextQualification

� FolderRestrictQualification

� JoinQualification

� ExistenceQualification

� PropertyQualification

� FreeFormQualification

AttributeQualification  属性値に基づく条件を構成するには、AttributeQualificationを作
成します。 AttributeQualificationを構成するには、条件の 3つの主コンポーネント、つまり
属性、比較演算子および値を指定します。 

例例例例 8-7 文字列値による文字列値による文字列値による文字列値による AttributeQualificationの構成の構成の構成の構成

1. AttributeQualificationを構成します。

AttributeQualification aq1 = new AttributeQualification();
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2. 条件の 3つの主コンポーネントを指定します。

aq1.setAttribute(PublicObject.NAME_ATTRIBUTE);
aq1.setOperator(AttributeQualification.LIKE);
aq1.setValue("Oracle 9iFS");

3. 値の大 /小文字区別を無視するように指定します。

aq1.setCaseIgnored(true);

例例例例 8-8 遅延バインド変数による遅延バインド変数による遅延バインド変数による遅延バインド変数による AttributeQualification の構成の構成の構成の構成

1. AttributeQualificationを構成します。

AttributeQualification aq1 = new AttributeQualification();

2. 条件の 3つの主コンポーネントを指定します。LATE_BIND_OPER定数で値を設定しま
す。

aq1.setAttribute(PublicObject.NAME_ATTRIBUTE);
aq1.setOperator(AttributeQualification.EQUAL);
aq1.setValue(SearchQualification.LATE_BIND_OPER);

例例例例 8-9 日付値による日付値による日付値による日付値による AttributeQualificationの構成の構成の構成の構成

1. AttributeQualificationを構成します。

AttributeQualification aq1 = new AttributeQualification();

2. 条件の属性と演算子を指定します。

aq1.setAttribute(PublicObject.CREATEDATE_ATTRIBUTE);
aq1.setOperator(AttributeQualification.LESS_THAN);

3. Date値を与える AttributeValueを作成します。

Date today = new Date();
AttributeValue av = AttributeValue.newAttributeValue(today);
aq1.setValue(av, session);

4. Oracle 9iFSで属性と日付値を比較するレベルを指定します。

aq1.setDateComparisionLevel(AttributeQualification.DATE_COMP_DAY);

例例例例 8-10 オブジェクト値によるオブジェクト値によるオブジェクト値によるオブジェクト値による AttributeQualificationの構成の構成の構成の構成

1. AttributeQualificationを構成します。

AttributeQualification aq1 = new AttributeQualification();
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2. 条件の属性と演算子を指定します。

aq1.setAttribute(PublicObject.ACL_ATTRIBUTE);
aq1.setOperator(AttributeQualification.EQUAL);

3. Date値を与える AttributeValueを作成します。

Collection aclColl = session.getSystemAccessControlListCollection();
SystemAccessControlList publicAcl = 
           (SystemAccessControlList) aclColl.getItems("PUBLIC");
AttributeValue av = AttributeValue.newAttributeValue(publicAcl);
aq1.setValue(av);

FolderRestrictQualification  検索対象をフォルダが参照するオブジェクトに限定するという条件
を指定するには、FolderRestrictQualificationを構成します。
FolderRestrictQualificationを使用すると、特定のフォルダ内、またはフォルダ階層の分岐に
またがって検索できます。

例例例例 8-11 FolderRestrictQualificationの構成の構成の構成の構成

1. FolderRestrictQualificationを構成します。

FolderRestrictQualification frq1 = new FolderRestrictQualification();

2. 検索の限定対象となるフォルダを指定します。

Folder startFolder = session.getPrimaryUserProfile().getHomeFolder();
frq1.setStartFolder(startFolder);

3. 検索でフォルダ分岐内のサブフォルダを横断するように指定します。

frq1.setMultiLevel(true);

4. フォルダから選択される情報のクラスを指定します。

frq1.setSearchClassname(Document.CLASS_NAME);

例例例例 8-12 遅延バインド変数による遅延バインド変数による遅延バインド変数による遅延バインド変数による FolderRestrictQualificationの構成の構成の構成の構成

1. FolderRestrictQualificationを構成します。

FolderRestrictQualification frq1 = new FolderRestrictQualification();

2. 検索の限定対象となるフォルダを指定します。

frq1.setStartFolder(SearchQualification.LATE_BIND_OPER);

3. フォルダから選択される情報のクラスを指定します。

frq1.setSearchClassName(PublicObject.CLASS_NAME);
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JoinQualification  関連オブジェクトに基づいて検索条件を結合するには、
JoinQualificationを構成します。JoinQualificationは、等価かどうかがテストされる 2
つの属性で構成されます。JoinQualificationを構成する場合は、比較の左辺と右辺について
属性とそのクラスを指定します（Document.CreateDate = Folder.CreateDateなど）。オブ
ジェクト・データ型を持つ属性に基づいて 2つのクラスを結合する場合、結合の片側では属
性が保持するオブジェクトのクラスのみを指定します（Document.Owner = DirectoryUser
など）。Oracle 9iFS はオブジェクト指向のシステムのため、オブジェクト・データ型を持つ
属性は、オブジェクトの特定の属性を参照するのではなく、そのオブジェクトを参照しま
す。 

例例例例 8-13 JoinQualificationの構成の構成の構成の構成

1. JoinQualificationを構成します。

JoinQualification jq1 = new JoinQualification();

2. 結合の左辺のクラスと属性を指定します。

jq1.setLeftAttribute(Document.CLASS_NAME,PublicObject.OWNER_ATTRIBUTE);

3. 結合の右辺のクラスと属性を指定します。属性については 'null'が渡されるため注意し
てください。これは、暗黙的に IDでの結合を示します。

jq1.setRightAttribute(DirectoryUser.CLASS_NAME, null);

ContextQualification  ドキュメントの内容、つまり Documentクラスとそのサブクラスのイン
スタンスに関する条件を指定するには、ContextQualificationを構成します。 
ContextQualificationは、2つの主コンポーネント、つまりテキスト問合せ文字列と一意名か
ら構成されます。 

検索の実行時に、Oracle 9iFSは Oracle Textを使用してドキュメントの内容の索引にまた
がって検索します。SQLの生成時に、内容条件は CONTAINS句の形式を取ります
（CONTAINS(<index>, <text query string>, <order prefix>) > 0など）。<index>パラメータ
は、インストール時に生成された索引に基づいて Oracle 9iFSにより決定されます。<text 
query string>は、setQuery()メソッドに指定した値からそのまま渡されます。したがっ
て、setQuery()メソッドには、テキスト問合せ文字列に関する Oracle Textの構文規則に
従った値を指定する必要があります。<order prefix>パラメータは、setName()メソッド
に指定した値から Oracle 9iFSにより構成されます。 

Oracle Textは、内容条件に基づいてドキュメントを検索するときに、条件との関連性に従っ
てドキュメントをランク付けします。各ドキュメントには 0～ 100のスコアが与えられ、
100は も関連性の高いドキュメントを表します。SearchSortSpecificationに
ContextQualificationの Nameを含めると、検索結果をスコアに基づいてソートできます。 

ContextQualificationを使用して内容条件を指定する手順は、次のとおりです。 

1. ContextSearchSpecificationを構成します。

2. 内容条件を保持する ContextQualificationを構成します。
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3. SearchClassSpecificationに、ContentObjectクラスまたは ContentObjectのサブ
クラスを含めます。

4. ContentObjectクラスを、情報に関する他の条件（AttributeQualifications、
FolderRestrictQualificationsなど）に関連する Documentクラスまたは
Documentサブクラスと結合するように、JoinQualificationを構成します。

5. SearchClassSpecificationのうち、Oracle Textで検索する内容を含むクラスを指定しま
す。

6. オプションで、結果を Oracle Textから戻される関連性スコア順にソートします。

例例例例 8-14 ContextQualificationの構成の構成の構成の構成

1. ContextQualificationを構成します。

ContextQualification cq1 = new ContextQualification();

2. Oracle Textに CONTAINS()ファンクションの <text query string>パラメータとして渡
すテキスト問合せ文字列を指定します。

cq.setQuery("XML");

3. ContextQualificationの Nameを指定します。Nameは、Oracle 9iFSで CONTAINS()
ファンクションの <order prefix>パラメータを指定するために使用されます。

String contextClauseName = "CQ1";
cq.setName(contextClauseName);

4. SearchSortSpecificationの構成時に、ContextQualificationのNameを指定して、Oracle 
Textにより CONTAINS()ファンクションから生成されたスコア順に結果をソートでき
ます。

SearchSortSpecification sortSpec;
sortSpec.add(Document.CLASS_NAME, 
             ContextQualification.ORDER_PREFIX + "." + ctxClauseName, true);

5. 内容は ContentObjectとして格納されるため、SearchClassSpecificationに Documentク
ラスと ContentObjectクラスの両方を追加してから、この 2つのクラスを結合する必要
があります。

String [] classNames = new String[] {"Document", "ContentObject"};
SearchClassSpecification scp = new SearchClassSpecification(classNames); 
scp.addResultClass("Document");

JoinQualification jq1 = new JoinQualification();
jq1.setLeftAttribute(Document.CLASS_NAME, Document.CONTENTOBJECT_ATTRIBUTE); 
jq1.setRightAttribute(ContentObject.CLASS_NAME, null); 
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ExistenceQualification  Attributeが可能な値のリストの 1つと一致するという条件を含めるに
は、ExistenceQualificationを構成します。ExistenceQualificationを構成する
ときに、比較の左辺に属性、右辺に値リストを指定します。属性は、どのようなスカラー属
性でもかまいません。現在、Oracle 9iFSでは、比較の左辺として配列型の属性を指定するこ
とはサポートされていません。値リストは、スカラー型または配列型の別の属性か、
AttributeValue[]配列として指定できます。

例例例例 8-15 文字列値の文字列値の文字列値の文字列値の ExistenceQualificationの構成の構成の構成の構成

// Suppose you want to look for, all documents 
// whose name appears in STRINGVALUE attribute of any PROPERTY
// Generates query - DOCUMENT.Name in (select STRINGVALUE from PROPERTY)
// This shows scalar attributes on both LHS and RHS.

1. ExistenceQualificationを構成します。

ExistenceQualification eq1 = new ExistenceQualification();

2. 値が値リストに存在する必要のある属性を指定します。

eq1.setLeftAttribute(Document.CLASS_NAME, PublicObject.NAME_ATTRIBUTE); 

3. ユーザー指定の値のリストを指定します。

eq1.setRightAttribute(Property.CLASS_NAME, Property.STRINGVALUE_ATTRIBUTE); 

例例例例 8-16 配列値の配列値の配列値の配列値の ExistenceQualificationの構成の構成の構成の構成

// Suppose you want to look for, all documents whose name appears in
// STRINGVALUES array type attribute in a property.
// Generates query - DOCUMENT.Name in (select STRINGVALUES[] 
// from PROPERTY)
// This flattens out the array attribute on the right hand side 
// and generates a concatenated list of all values in 
// STRINGVALUES attribute in each row.

1. ExistenceQualificationを構成します。

ExistenceQualification eq1 = new ExistenceQualification();

2. 値が値リストに存在する必要のある属性を指定します。

eq1.setLeftAttribute(Document.CLASS_NAME, PublicObject.NAME_ATTRIBUTE); 

3. ユーザー指定の値のリストを指定します。

eq1.setRightAttribute(Property.CLASS_NAME, Property.STRINGVALUES_ATTRIBUTE); 
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例例例例 8-17 ユーザー指定値のユーザー指定値のユーザー指定値のユーザー指定値の ExistenceQualificationの構成の構成の構成の構成

// Suppose you want to look for documents whose name is 
// in {"FOO", "BAR", "NOTES"},
// then you use the EQ in the following manner.

1. ExistenceQualificationを構成します。

ExistenceQualification eq1 = new ExistenceQualification();

2. 値が値リストに存在する必要のある属性を指定します。

eq1.setLeftAttribute(Document.CLASS_NAME, PublicObject.NAME_ATTRIBUTE); 

3. ユーザー指定の値のリストを指定します。

AttributeValue [] avArray = new AttributeValue[3];
avArray[0] = AttributeValue.newAttributeValue("FOO");
avArray[1] = AttributeValue.newAttributeValue("BAR");
avArray[2] = AttributeValue.newAttributeValue("NOTES");

eq1.setRightAttributeValue(avArray); 

PropertyQualification  オブジェクトの PropertyBundle内のプロパティに関する条件を指定す
るには、PropertyQualificationを構成します。 PropertyQualificationは、プロパティ
名、プロパティ値および比較演算子で構成されます。Oracle 9iFSで値をデータ型に関係なく
プロパティの Value属性と自動的に比較できるように、値は AttributeValueのインスタ
ンスとして指定する必要があります。また、PropertyQualificationを構成すると、
PropertyBundleを持つオブジェクトのクラス用にもう 1つの Searchクラスが自動的に追
加されます。 

例例例例 8-18 文字列値の文字列値の文字列値の文字列値の PropertyQualificationの構成の構成の構成の構成

1. PropertyQualificationを構成します。

PropertyQualification pq = new PropertyQualification();

2. Propertyが存在する情報のクラスを指定します。

pq.setClassname(Document.CLASS_NAME);

3. PropertyのName、Valueおよび比較演算子を指定します。また、Oracle 9iFSで値の大
/小文字の区別を無視する必要があるかどうかを指定します。

pq.setPropertyName("color");
pq.setOperatorType(AttributeQualification.EQUAL);
pq.setValue(AttributeValue.newAttributeValue("RED"));
pq.setCaseIgnored(ignoreCase);
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例例例例 8-19 日付値の日付値の日付値の日付値の PropertyQualification の構成の構成の構成の構成

1. PropertyQualificationを構成します。

PropertyQualification pq = new PropertyQualification();

2. プロパティが存在する情報のクラスを指定します。

pq.setClassname(Document.CLASS_NAME);

3. プロパティの Name、Valueおよび比較演算子を指定します。また、Oracle 9iFSで日付
値を比較する必要のあるレベルを指定します。

pq.setPropertyName("expire-date");
pq.setOperatorType(AttributeQualification.EQUAL);
pq.setValue(
       AttributeValue.newAttributeValue(
           new GregorianCalendar(1995, 0, 15).getTime()));
pq.setDateComparisonLevel(AttributeQualification.DATE_COMP_MONTH);

          // Using DOCUMENT(or any object type) type attribute value
          // This looks for a particular document in a property 
          // containing DOCUMENT objects 

例例例例 8-20 オブジェクト値のオブジェクト値のオブジェクト値のオブジェクト値の PropertyQualificationの構成の構成の構成の構成

1. PropertyQualificationを構成します。

PropertyQualification pq = new PropertyQualification();

2. プロパティが存在する情報のクラスを指定します。

pq.setClassname(Document.CLASS_NAME);

3. プロパティの Name、Valueおよび比較演算子を指定します。また、Oracle 9iFSで日付
値を比較する必要のあるレベルを指定します。

pq.setPropertyName("related-docs");
pq.setOperatorType(AttributeQualification.EQUAL);
pq.setValue(AttributeValue.newAttributeValue(new Document[] {d}));

例例例例 8-21 遅延バインド変数による遅延バインド変数による遅延バインド変数による遅延バインド変数による PropertyQualificationの構成の構成の構成の構成

1. PropertyQualificationを構成します。

PropertyQualification pq = new PropertyQualification();

2. プロパティが存在する情報のクラスを指定します。

pq.setClassname(Document.CLASS_NAME);
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3. プロパティの Name、Valueおよび比較演算子を指定します。 

AttributeValue srchDate = 
      AttributeValue.newAttributeValue(
         new GregorianCalendar(1995, 0, 1).getTime());
pq.setPropertyName("expire-date");
pq.setOperatorType(AttributeQualification.EQUAL);
pq.setLateBoundDataType(srchDate.getDataType());

FreeFormQualification  Oracle 9iFSにより生成されるWHERE句に非定型 SQL式を含めるに
は、FreeFormQualificationを構成します。FreeFormQualificationクラスには、
高度な開発者が Oracle 9iFSでは構成できない検索条件を指定できるように、フックが用意
されています。たとえば、カスタム検索アプリケーションで、Oracle 9iFSでは自動的にフ
ル・テキスト索引付けができない属性（Descriptionなど）の Oracle Text索引に基づいて、
検索を作成する必要があるとします。そのためには、アプリケーションで、その属性に対す
る CONTAINS()ファンクションを構成する FreeFormQualificationを構成できます。
また、アプリケーションでは、Oracle 9iFS APIで自動的に生成されない他の SQLファンク
ション（SUMなど）を使用する必要がある場合もあります。 

FreeFormQualificationに指定した SQL式の妥当性チェックは、Oracle 9iFSでは行わ
れません。また、FreeFormQualificationでは、遅延バインドはサポートされません。した
がって、SQL文字列には ?を使用できません。 

FreeFormQualificationを使用するには、Oracle 9iFSスキーマを十分に理解している必要が
あります。現行のセッションのユーザーが管理者で、セッションの管理モードがオンになっ
ている場合（ifsSession.setAdministrationMode(true)など）、検索アプリケー
ションでは Oracle 9iFSスキーマの保護表へのアクセスのみが可能です。

FreeFormQualificationにより生成された SQLは、Oracle 9iFSにより生成された
WHERE句に挿入されます。したがって、FreeFormQualificationは、DDL文または DML
文の実行や、完全な SQL SELECT文の構成には使用できません。

例例例例 8-22 FreeFormQualificationの構成の構成の構成の構成

// Create a FreeFormQualification to find CONTENTOBJECTS 
// that are greater than the average content size.

1. FreeFormQualificationを構成します。

FreeFormQualification ffq= new FreeFormQualification();

2. SQL文字列を構成して FreeFormQualificationに渡します。

String sqlExpression = "co.contentsize > " + 
                       "(select AVG(contentsize) " + 
                       "from odm_contentobject c, odm_document d " + 
                       "where c.id = d.contentobject)");
ffq.setSqlExpression(sqlExpression);
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単一の単一の単一の単一の SearchQualificationへの条件の結合への条件の結合への条件の結合への条件の結合
検索に複数の条件が含まれる場合は、それを単一の SearchQualificationに結合します。各条
件を対応する SearchQualificationサブクラスのインスタンスとして構成した後に、
SearchClauseを構成し、条件を結合してネストした条件ツリーにします。結果的な
SearchClauseを setSearchQualification()メソッドに渡して、SearchSpecificationの
検索条件を設定します。

SearchClauseを使用すると、2つの条件をブール演算子（ANDや ORなど）で結合できま
す。この場合、SearchClauseは左辺の条件、右辺の条件およびブール演算子で構成されま
す。 

また、SearchClauseでは、演算子NOTを使用して否定文を構成できます。この場合、
SearchClauseは演算子と右辺の条件で構成されます。

SearchClauseを別の SearchClauseの左辺または右辺、あるいはその両方として渡すとネス
トできます（<condition> OR (<condition> AND <condition>)など）。 

例例例例 8-23 SearchClauseの構成の構成の構成の構成

/*
 * SearchClauses are used to construct the following WHERE statement:
 * WHERE (Document.contentobject = ContentObject
 * AND ContentObject.Format = Format)
 * AND (Document.name = ? AND Format.extension = 'html')
 * OR (Document.owner = ? AND Format.name = 'MS Word')
 */ 

1. Document.ContentObject = ContentObjectの JoinQualificationを構成します。

JoinQualification jq1 = new JoinQualification();
jq1.setLeftAttribute("DOCUMENT", "CONTENTOBJECT");
jq1.setRightAttribute("CONTENTOBJECT"); 

2. ContentObject.Format = Formatの JoinQualificationを構成します。

JoinQualification jq2 = new JoinQualification();
jq2.setLeftAttribute("CONTENTOBJECT", "FORMAT");
jq2.setRightAttribute("FORMAT"); 

3. DOCUMENT.NAMEおよび FORMAT.XTENSIONの AttributeQualificationを構成しま
す。

AttributeQualification aq1 = new AttributeQualification();
aq1.setAttribute("DOCUMENT", "NAME");
aq1.setOperatorType("=");
aq1.setValue("?");
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AttributeQualification aq2 = new AttributeQualification()
aq2.setAttribute("FORMAT", "EXTENSION");
aq2.setOperatorType("=");
aq2.setValue("html");

4. DOCUMENT.OWNERおよび FORMAT.NAMEの AttributeQualificationを構成しま
す。

AttributeQualification aq3 = new AttributeQualification();
aq3.setAttribute("DOCUMENT", "OWNER");
aq3.setOperatorType("=");
aq3.setValue("?");

AttributeQualification aq4 = new AttributeQualification();
aq4.setAttribute("FORMAT", "NAME");
aq4.setOperatorType("=");
aq4.setValue("MS Word");

5. コンストラクタを使用して各部を SearchClauseに結合し、WHERE句全体を構成しま
す。

SearchClause sc1 = new SearchClause(aq1, aq2, SearchClause.AND);
SearchClause sc2 = new SearchClause(aq3, aq4, SearchClause.AND);
SearchClause sc3 = new SearchClause(jq1, jq2, SearchClause.AND);
SearchClause sc4 = new SearchClause(sc1, sc2, SearchClause.OR);
SearchClause scComplete = new SearchClause(sc3, sc4, SearchClause.AND);

また、SearchClauseクラスには、より厳密な制御により句を構築して取り出すためのメソッ
ドも用意されています。この種のメソッドは、アプリケーションで SearchClauseのコン
ポーネントを再利用したり操作する場合に役立ちます。

例例例例 8-24 SearchClauseの構成の構成の構成の構成

1. Document.ContentObject = ContentObjectの JoinQualificationを作成します。

JoinQualification jq1 = new JoinQualification();
jq1.setLeftAttribute("DOCUMENT", "CONTENTOBJECT");
jq1.setRightAttribute("CONTENTOBJECT"); 

2. ContentObject.Format = Formatの JoinQualificationを作成します。

JoinQualification jq2 = new JoinQualification();
jq2.setLeftAttribute("CONTENTOBJECT", "FORMAT");
jq2.setRightAttribute("FORMAT"); 
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3. DOCUMENT.NAMEおよび FORMAT.EXTENSIONの AttributeQualificationを設定し
ます。

AttributeQualification aq1 = new AttributeQualification();
aq1.setAttribute("DOCUMENT", "NAME");
aq1.setOperatorType("=");
aq1.setValue("?");
AttributeQualification aq2 = new AttributeQualification()
aq2.setAttribute("FORMAT", "EXTENSION");
aq2.setOperatorType("=");
aq2.setValue("html");

4. clone()メソッドを使用し、同じ Attributeを持つ aq2に基づいて新規の
AttributeQualificationを簡単に作成します。

AttributeQualification aq3 = aq2.clone();
aq3.setValue("txt");

5. 各メソッドで各部を SearchClauseに明示的に結合し、WHERE句全体を構成します。 

SearchClause sc1 = new SearchClause();
sc1.setLeftSearchQualification(aq1);
sc1.setRightSearchQualification(aq2);
sc1.setOperatorType(SearchClause.AND);

6. clone()メソッドを使用し、同じ左辺の SearchQualificationを持つ sc1に基づいて別の
SearchClauseを作成します。  

SearchClause sc2 = sc1.clone();
sc2.setRightSearchQualification(aq3);
sc2.setOperatorType(SearchClause.AND);

7. コンストラクタを使用して、残りの各部を完全な SearchClauseに結合します。

SearchClause sc3 = new SearchClause(jq1, jq2, SearchClause.AND);
SearchClause sc4 = new SearchClause(sc1, sc2, SearchClause.OR);
SearchClause scComplete = new SearchClause(sc3, sc4, SearchClause.AND);

SearchSortSpecificationの構成の構成の構成の構成
検索結果のソート順序を指定するには、SearchSortSpecificationを構成します。
SearchSortSpecificationクラスには、結果の順序付けに使用する属性とそのクラスを
指定するためのメソッドが用意されています。また、このクラスには、結果を
ASCENDING順と DESCENDING順のどちらでリスト表示するかを指定するための、定数
とメソッドも用意されています。 

SearchSortSpecificationを構成する も簡単な方法は、次のコンストラクタを使用し、ソー
ト条件セットを指定して初期化することです。
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例例例例 8-25 初期化時の初期化時の初期化時の初期化時の SearchSortSpecificationの構成の構成の構成の構成

SearchSortSpecification ss = new SearchSortSpecification(
       new String[] {"CATEGORY", "FOLDER"}, 
       new String[] {"NAME", "NAME"}, 
       new boolean[] {SearchSortSpecification.ASCENDING,
                      SearchSortSpecification.ASCENDING});

また、SearchSortSpecificationクラスには、より厳密な制御によりソート条件を構築
して取り出すためのメソッドも用意されています。この種のメソッドは、アプリケーション
で SearchSortSpecificationのコンポーネントを再利用したり操作する場合に役立ちます。

例例例例 8-26 Addメソッドを使用したメソッドを使用したメソッドを使用したメソッドを使用した SearchSortSpecificationの構成の構成の構成の構成

SearchSortSpecification ss = new SearchSortSpecification();
ss.add("CATEGORY", "NAME", SearchSortSpecification.ASCENDING);
ss.add("FOLDER", "NAME", SearchSortSpecification.ASCENDING); 

検索の構成と実行検索の構成と実行検索の構成と実行検索の構成と実行
問合せ条件を SearchSpecificationにアセンブルした後に、Searchクラスで問合せを実行し
ます。Searchクラスには、バインド変数を渡して検索を実行するためのメソッドが用意さ
れています。また、検索結果を横断するためのメソッドもあります。 

例例例例 8-27 検索の構成と実行検索の構成と実行検索の構成と実行検索の構成と実行

1. 問合せ条件を保持する AttributeSearchSpecificationを構成します。

AttributeSearchSpecification asp = new AttributeSearchSpecification(); 

2. SearchClassSpecificationを構成します。

SearchClassSpecification scp = new SearchClassSpecification("DOCUMENT"); 
asp.setSearchClassnames(scp); 

3. DOCUMENT.OWNERの AttributeQualificationを構成します。

AttributeQualification aq3 = new AttributeQualification();
aq.setAttribute("DOCUMENT", "OWNER");
aq.setOperatorType("=");
aq.setValue("?");
asp.setSearchQualification(aq); 

4. Searchオブジェクトを構成します。

Search srch = new Search(session, asp);
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5. バインド変数を保持する配列を構成します。

AttributeValue[] bindValues = new AttributeValue[1];
DirectoryUser dsUser = session.getDirectoryUser();
bindValues[0] = AttributeValue.newAttributeValue(dsUser); 

6. 検索でカーソルをオープンし、バインド変数を渡します。open()メソッドにより問合せ
が実行されます。

srch.open(bindValues); 

7. 検索のカーソルをクローズします。

srch.close(); 

SearchResultObjectのフェッチのフェッチのフェッチのフェッチ
検索結果をフェッチするには、open()メソッドを使用して検索のカーソルをオープンし、
open()メソッドを使用して各結果オブジェクトをフェッチします。next()メソッドは、
単一の検索ヒットを表す SearchResultObjectを戻します。その後、SearchResultObjectの
getLibraryObject()メソッドをコールして、検索条件と一致してヒットした情報の各部
を取り出すことができます。 

例例例例 8-28 SearchResultObjectのフェッチのフェッチのフェッチのフェッチ

1. 検索でカーソルをオープンし、バインド変数を渡します。open() メソッドにより問合
せが実行されます。

srch.open(bindValues); 

2. 各検索結果のヒットを増分フェッチし、LibraryObjectの名前を出力します。

int i;
SearchResultObject sro = srch.next();
LibraryObject lo;

while (sro != null)
{
  lo = sro.getLibraryObject();
  try
  {
     sro = srch.next();
  }
  catch (IfsException e)
  {
    if (e.getErrorCode() == 22000)
    {
       break;
    }
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    else
    {
       e.printStackTrace();
    }
  }
}

3. 検索のカーソルをクローズします。

srch.close();

SearchObjectとしてのとしてのとしてのとしての SearchSpecificationの保存の保存の保存の保存
検索条件をリポジトリに永続的に保存するには、SearchSpecificationから SearchObjectを構
成します。SearchObjectを構成する手順は、次のとおりです。

1. SearchObjectDefinitionを構成します。

2. SearchObjectDefinitionの SearchSpecificationを設定します。

3. SearchObjectDefinitionを LibrarySessionに渡して SearchObjectを構成します。

例例例例 8-29 SearchObjectとしてのとしてのとしてのとしての SearchSpecification の保存の保存の保存の保存

1. アプリケーションですでに SearchSpecificationを構成しているとします。

SearchSpecification ss = ....

2. SearchObjectDefinitionを構成します。

SearchObjectDefinition sod = new SearchObjectDefinition(session);
sod.setAttributeByUpperCaseName("NAME",
   AttributeValue.newAttributeValue("XML Research"));

Collection aclColl = session.getSystemAccessControlListCollection();
AccessControlList acl = (AccessControlList) aclColl.getItems("Public");
sod.setAttributeByUpperCaseName("ACL"
   AttributeValue.newAttributeValue(acl));

Folder folder =
  session.getUser().getPrimaryUserProfile().getHomeFolder();
sod.setAddToFolderOption(folder);

3. SearchObjectDefinitionの SearchSpecificationを設定します。

sod.setSearchSpecification(ss);

4. SearchObjectDefinitionを LibrarySessionに渡して SearchObjectを構成します。

SearchObject so = session.createPublicObject(sod);
8-42 Oracle Internet File System開発者リファレンス



サンプル・コード
サンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード
Oracle 9iFSは、Java APIの操作開始の出発点として役立つサンプル・コードとともにイン
ストールされます。 この APIサンプル・コードは、 <ORACLE_HOME>/9ifs/samplecode
/oracle/ifs/examples/devdoc/apiディレクトリにあります。

表 8-19に、この章に関連する APIサンプル・コードを示します。

表表表表 8-19 APIサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード

クラスクラスクラスクラス 使用方法使用方法使用方法使用方法

SearchSample.java 属性検索を作成して実行します。SearchObjectを作成しま
す。検索により生成された SQLを表示します。

SelectorSample.java セレクタ検索を作成して実行します。

TextSearchSample.java 内容ベースの検索を作成して実行します。

ViewsSample.java  検索からビューを作成します。
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9

カスタム・パーサーの作成カスタム・パーサーの作成カスタム・パーサーの作成カスタム・パーサーの作成

この章では、Oracle 9iFSでのカスタム・パーサーの作成と使用について説明します。この章
の内容は、次のとおりです。

� パーサーの概要

� パーサー・アプリケーションの記述

� サンプル・コード : カスタム・パーサー

� ClassSelectionParserの使用
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パーサーの概要パーサーの概要パーサーの概要パーサーの概要
パーサーは、情報の文字列を受け入れて構成要素に分割するプログラムです。Oracle 9iFSで
は、パーサーは、リポジトリへの挿入中にファイルから構造化されたデータ要素を抽出する
Javaクラスです。ドキュメントの場合、パーサーは次の操作を実行します。

� ファイルの内容を InputStreamまたは Readerオブジェクトとして取り込みます。

� 文字入力を処理して属性を抽出します。

� 抽出した属性やファイルの内容に基づいて、Documentや Folderなど、1つ以上のデー
タベース・オブジェクトを生成します。

パーサーがデータ・ストリームをまったく操作しない場合があり、その場合は Oracle 9iFS
に挿入されるドキュメントのプリプロセッサとみなすことができます。この種の例に、
「ClassSelectionParserの使用」で説明する ClassSelectionParserがあります。

ほとんどの場合、構造化データを Oracle 9iFSに挿入する も便利な方法は、XMLファイル
と組込みの XML解析フレームワークを使用して、ドキュメントからデータ要素を抽出する
ことです。この方法については、第 10章「XMLおよび Oracle Internet File System」を参照
してください。

カスタム・パーサーの使用カスタム・パーサーの使用カスタム・パーサーの使用カスタム・パーサーの使用
.docまたは .xlsなど、非 XML文書を解析する場合や、カスタム・タイプを定義している
場合は、このようなドキュメントからデータベース・オブジェクトを作成するカスタム・
パーサーを記述する必要があります。カスタム・パーサーを作成するには、既存の Oracle 
9iFSパーサーをサブクラス化する方法と、oracle.ifs.beans.parsers.Parserインタ
フェースを実装するカスタム・クラスを作成する方法があります。

Parserクラスでは、1つ以上のオブジェクトが作成されます。ほとんどの場合、Parserクラ
スは次のオブジェクトの作成に使用されます。

� Document

� Folder

� Documentと Folderの組合せ

パーサーでは、作成されるオブジェクトのタイプは、渡された InputStreamまたは Reader
オブジェクトに基づいて決定されます。InputStreamまたは Readerで複数タイプのオブ
ジェクトが記述されている場合、パーサーは次のどちらかを実行できます。

� 完了直後に各オブジェクトを作成します。

� ストリームの終わりに達した時点ですべてのオブジェクトを作成します。
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パーサー・アプリケーションの概要パーサー・アプリケーションの概要パーサー・アプリケーションの概要パーサー・アプリケーションの概要
パーサー・アプリケーションには、次の 4つのコンポーネントが含まれています。

� パーサーをコールするアプリケーション（パーサー・アプリケーション）

� パーサー自体

� ParserCallback（オプション）

� パーサー登録メカニズム ParserLookupByFileExtension PropertyBundle

表 9-1に、各コンポーネントを示します。

パーサー・アプリケーションの記述パーサー・アプリケーションの記述パーサー・アプリケーションの記述パーサー・アプリケーションの記述
パーサー・アプリケーションを記述するタスクは、次のとおりです。

1. パーサー・クラスの記述

2. パーサーの配置

3. パーサーのコール（パーサー・アプリケーション内）

4. ParserCallbackの記述（オプション）

表表表表 9-1 パーサーのコンポーネントパーサーのコンポーネントパーサーのコンポーネントパーサーのコンポーネント

コンポーネントコンポーネントコンポーネントコンポーネント 説明説明説明説明 /サンプルサンプルサンプルサンプル

Application アプリケーションは、必要なパーサーのインスタンスを作成し、ドキュ
メント表現（必須）、ParserCallbackオブジェクト名（オプション）お
よび Optionsオブジェクト（オプション）を指定してパーサーをコール
します。

Parser パーサーは、解析済みオブジェクトの作成に必要なカスタム・コードを
実行し、解析済みオブジェクトをリポジトリに格納します。

ParserCallback アプリケーションは、オプションで ParserCallbackオブジェクトを指定
できます。ParserCallbackオブジェクトの preOperation()または
postOperation()メソッドは、解析操作の前、後または前後に実行され
る処理を追加指定します。

ParserLookupBy
FileExtension
PropertyBundle

Oracle 9iFSは、このドキュメント・クラスのパーサーの名前を
ParserLookupByFileExtension PropertyBundle内で検索します。
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パーサー・クラスの記述パーサー・クラスの記述パーサー・クラスの記述パーサー・クラスの記述
パーサーの目的は、ファイル内のデータ要素を識別し、各要素を使用してデータベース・オ
ブジェクトに属性を移入することです。

カスタム・パーサーの作成時に、次の 2つのアプローチから選択できます。

� 既存のOracle 9iFSパーサーの 1つがアプリケーションの要件と部分的に一致している場
合は、既存のパーサーをサブクラス化できます。（IfsSimpleXmlParserは、
oracle.ifs.beans.parsers.Parserインタフェースを実装します。）

� 既存の Oracle 9iFSパーサーを始点として使用できない場合は、インタフェース
oracle.ifs.beans.parsers.Parserを実装するカスタム・クラスを作成する必要
があります。

どちらのアプローチを選択した場合も、カスタム・パーサーを記述するには、Parserインタ
フェースを直接または間接的に実装することになります。Parserインタフェースには、次の
2種類の入力を受け入れるようにオーバーロードされたメソッド parse()が含まれていま
す。

� InputStreamオブジェクト

� Readerオブジェクト

parse()メソッドがコールされると、パーサー自体のコードのバランスによって各行が検
査され、その内容がパーサーにより作成されるオブジェクトの該当する属性に置かれます。
parse()の構文と引数については後述します。 

カスタム・パーサーを記述するには、次の 2つのメソッドを記述する必要があります。

� コンストラクタ

� parse()メソッド

コンストラクタの記述コンストラクタの記述コンストラクタの記述コンストラクタの記述
各パーサーは、パーサー用の標準コンストラクタを実装する必要があります。 標準コンスト
ラクタは、表 9-2のようにパラメータを 1つ取ります。

例例例例 9-1 コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

public SimplestParser(LibrarySession session) throws IfsException

表表表表 9-2 コンストラクタのパラメータコンストラクタのパラメータコンストラクタのパラメータコンストラクタのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明

session LibrarySession 現行のユーザーの LibrarySession
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parse()メソッドの記述メソッドの記述メソッドの記述メソッドの記述
表 9-3に、parse()メソッドのパラメータを示します。

parse()メソッドのサンプル・コードは、この章の「サンプル・コード : カスタム・パー
サー」を参照してください。 

パーサーの配置パーサーの配置パーサーの配置パーサーの配置
プロトコル・サーバーと他の標準 Oracle 9iFSコンポーネントがカスタム・パーサーにアク
セスできるように、パーサーのクラスを含むフォルダ・ツリーを Oracle 9iFSの
CLASSPATHに指定する必要があります。Oracle 9iFSには、そのための特別なディレクトリ
があります。このディレクトリは custom_classesで、Oracle 9iFSサーバー・ソフトウェ
アが使用する CLASSPATH環境変数に定義されています。

パーサーを配置する手順は、次のとおりです。

1. パーサーをコンパイルして .classファイルを作成します。

2. 生成された .classファイルを含むフォルダ・ツリーを、Oracle 9iFSがインストールさ
れているサーバーのディレクトリ $ORACLE_HOME/ifs/custom_classesに置きま
す。

表表表表 9-3 parse()メソッドのパラメータメソッドのパラメータメソッドのパラメータメソッドのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明

stream InputStream パーサーが読み込む InputStream。InputStreamは、オー
ディオ・データやビデオ・データなど、文字ベースでない
データに使用します。

reader Reader パーサーが読み込む Reader。文字ベースのデータには、
Readerを使用する必要があります。

callback ParserCallback オプション・パラメータ。NULLでもかまいません。値を
指定すると、ParserCallbackオブジェクトには解析前、解
析後または解析前後に実装する処理を指定するメソッドが
組み込まれます。 

options Hashtable オプション・パラメータ。NULLでもかまいません。値を
指定すると、Optionsパラメータにより、オプションの名
前 /値のペアのセットを通じてパーサーの動作がさらに厳
密に制御されます。通常は、文字コードの指定に使用しま
す。
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パーサーの登録パーサーの登録パーサーの登録パーサーの登録
パーサーを登録する目的は、特定のパーサーに特定のファイル拡張子をマップすることで
す。このマッピングの作成後は、指定の拡張子を持つファイルが Oracle 9iFSクライアント
またはプロトコルによりアップロードされると、そのファイルはリポジトリに格納される前
にカスタム・パーサーに渡されます。パーサーを登録するには、次の 2つの方法がありま
す。

登録済みの各パーサーは、次の 2つの属性を持ちます。

ファイル拡張子とパーサー間のマッピングを格納するための基礎となるメカニズムは、
「ParserLookupByFileExtension」と呼ばれる PropertyBundleオブジェクトです。

PropertyBundleは、Propertyオブジェクトの配列として格納される名前 /値のペアのリス
トです。この PropertyBundle内の各 Propertyオブジェクトには、ファイル拡張子とパー
サー間のマッピングが Name/Valueのペアとして格納されます。

� PropertyのName属性には、cusなど、Extension属性の値が格納されます。

注意注意注意注意 : コンパイル済みの Javaコードは、Oracle 9iFSリポジトリではなく
サーバー固有のファイル・システムにコピーする必要があります。

機能機能機能機能 メリットメリットメリットメリット /デメリットデメリットデメリットデメリット

Oracle 9iFS Manager 操作が簡単で使用しやすい方がよい場合は、Oracle 9iFS Manager
を使用します。Oracle 9iFS Managerを使用して登録できるのは、
Oracle 9iFS Manager機能と同じ Oracle 9iFSインスタンスに存在
するパーサーのみです。

XML XMLを使用するのは、スクリプトを使用してパーサーを登録す
る場合や、パーサーを別の Oracle 9iFSインスタンスに配置する
必要がある場合です。

属性属性属性属性 データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明 例例例例

Extension STRING ファイル拡張子。 cus

ClassName STRING パーサーの完全修飾クラ
ス名。

ifs.demo.SimplestParser.
parser.SimplestParser
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パーサー・アプリケーションの記述
� Propertyの Value属性には、
ifs.demo.simplestparser.parser.SimplestParserなど、パーサーの
ClassNameが格納されます。 

Oracle 9iFS Managerを使用したパーサーの登録を使用したパーサーの登録を使用したパーサーの登録を使用したパーサーの登録
Oracle 9iFS Managerを使用してパーサーを登録する手順は、次のとおりです。

1. Oracle 9iFS Managerの「Object」メニューから「Register」を選択します。

2. 「Select Object Type」ウィンドウで「Parser Lookup」を選択します。

3. 「Parser Lookup Registry」ウィンドウで「Add」を選択します。

4. 「Parser Lookup Entry」ウィンドウで、属性のテキスト・ボックスに値を入力します。

5. 「OK」をクリックします。

XMLを使用したパーサーの登録を使用したパーサーの登録を使用したパーサーの登録を使用したパーサーの登録
XMLを使用してパーサーを登録するには、パーサーのファイル拡張子とクラス名を指定し
て、ParserLookupByFileExtension PropertyBundleに新規 Propertyオブジェクトを追加する
XMLファイルを記述します。

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<!--SimplestParser.xml-->
<PROPERTYBUNDLE>
   <UPDATE RefType="valuedefault">ParserLookupByFileExtension</UPDATE>
   <PROPERTIES>
      <PROPERTY ACTION="add">
         <NAME>cus</NAME>
         <VALUE DataType="String">
           oracle.ifs.examples.documentation.parser.SimplestParser
         </VALUE>
      </PROPERTY>
   </PROPERTIES>
</PROPERTYBUNDLE>

パーサーのコールパーサーのコールパーサーのコールパーサーのコール
SimplestParserの例（「XMLを使用したパーサーの登録」）では、適切な拡張子（.cus）が
付いたドキュメントが Oracle 9iFSに挿入されると、プロトコル・サーバーは自動的にパー
サーをコールします。

アプリケーション・プログラムが内容をリポジトリに挿入するときに、アプリケーションは
適切なパーサー、つまり標準 Oracle 9iFSパーサーまたはカスタム・パーサーをコールする
必要があります。
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ドキュメントを解析するには、アプリケーションで次の操作が必要です。

� 適切なパーサーのインスタンス化

� データ・ストリームに対する parse()メソッドのコール

ParserCallbackの記述の記述の記述の記述
カスタム・アプリケーションでは、パーサーをコールするときに、オプションで
ParserCallbackオブジェクトを渡すことができます。ParserCallbackにより、アプリケー
ションはデータ・ストリームが処理される前または後に処理を追加できます。

ParserCallbackインタフェースは、アプリケーションがパーサーと相互に作用できるよう
に、次の 3つのメソッドを指定します。

� preOperation()メソッド

� postOperation()メソッド

� signalException()メソッド

preOperation()メソッドメソッドメソッドメソッド
アプリケーションでは、preOperation()を使用して、パーサーでリポジトリの更新に使用さ
れる前に LibraryObjectDefinitionを次のように変更できます。

� 既存の LibraryObjectDefinitionを使用するには、Definitionをそのまま戻します。

� 解析対象のオブジェクトを変更するには、異なる Definitionを構成するか、戻す前の
Definitionを変更します。

� パーサーによるリポジトリの更新を禁止するには、Definition値の NULLを戻します。

例例例例 9-2 preOperation()

public LibraryObjectDefinition preOperation (LibraryObject lo,
                                             LibraryObjectDefinition def)
             throws IfsException

パラメータ名パラメータ名パラメータ名パラメータ名 データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明

lo LibraryObject 解析操作により更新されるオブジェクト。操
作により新規オブジェクトが作成される場合、
値は NULLです。

def LibraryObjectDefinition オブジェクト loの更新に使用される
LibraryObjectDefinition。
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postOperation()メソッドメソッドメソッドメソッド
アプリケーションは postOperation()を使用して、パーサーにより作成または更新されたリ
ポジトリ・オブジェクトにアクセスします。

例例例例 9-3 postOperation()

public void postOperation (LibraryObject lo)
             throws IfsException

signalException()メソッドメソッドメソッドメソッド
アプリケーションは signalException()を実装して、解析中に発生する例外をインターセプト
できます。次の 2つのオプションがあります。

� 例外を発生させます。この場合、解析は終了します。

� 単に値を戻します。この場合、解析は続行されます。 

例例例例 9-4 signalException()

public void signalException(IfsException e)
             throws IfsException

例例例例 9-5 ParserCallbackの実装の実装の実装の実装

例 9-5に、ParserCallbackインタフェースの簡単な実装例を示します。

� preOperation()メソッドを使用して、オブジェクトの解析前にフォルダを検索します。

� postOperation()メソッドを使用して、解析済みのオブジェクトをフォルダに追加しま
す。

パラメータ名パラメータ名パラメータ名パラメータ名 データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明

lo LibraryObject 解析操作により作成または更新された
LibraryObject。 

パラメータ名パラメータ名パラメータ名パラメータ名 データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明

e IfsException 潜在的な例外。 
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/*---FolderParsedObject.java---*/
package oracle.ifs.examples.documentation.parser;

import oracle.ifs.beans.Folder;
import oracle.ifs.beans.LibraryObject;
import oracle.ifs.beans.LibraryObjectDefinition;
import oracle.ifs.beans.PublicObject;
import oracle.ifs.beans.parsers.ParserCallback;

import oracle.ifs.common.IfsException;

public class FolderParsedObject implements ParserCallback {
    private Folder m_TargetFolder;
    
    public FolderParsedObject(Folder f) {
        m_TargetFolder = f;
    }
    
    public oracle.ifs.beans.LibraryObjectDefinition preOperation(LibraryObject 
parm1, LibraryObjectDefinition parm2) throws oracle.ifs.common.IfsException 
    {
        return parm2;
    }
    
    public void postOperation(LibraryObject newObject) throws 
oracle.ifs.common.IfsException 
    {
        m_TargetFolder.addItem((PublicObject) newObject);
    }
    
    public void signalException(IfsException e) throws IfsException 
    {
        throw e;
    }
}
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サンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード : カスタム・パーサーカスタム・パーサーカスタム・パーサーカスタム・パーサー
この SimplestParserは、HTMLドキュメントの <TITLE>タグで囲まれたテキストを抽出
し、その情報をカスタム・フィールドに格納します。そのためには、ファイル拡張子 .cus
を指定して、属性 TITLEを持つ CUSTOMという、Documentのサブクラスをサーバーに登
録する必要があります。この例ではカスタム・ファイル拡張子を使用していますが、これは
必須ではありません。このパーサーの登録時にファイル拡張子 .htmおよび .htmlを指定
し、パーサーにすべての HTMLドキュメントを処理させることもできます。 

この例は簡素化されており、バージョニングされるドキュメントは考慮されていません。ま
た、ローカル・キャラクタ・セットに関する問題も考慮されていません。

package oracle.ifs.examples.documentation.parser;

// These classes provide the building blocks for a 9iFS document.

import oracle.ifs.beans.Attribute;
import oracle.ifs.beans.Document;
import oracle.ifs.beans.DocumentDefinition;
import oracle.ifs.beans.Format;
import oracle.ifs.beans.LibraryObject;
import oracle.ifs.common.Collection;
import oracle.ifs.common.AttributeValue;

// These classes are used to instantiate a folder object to store the document.

import oracle.ifs.beans.Folder;
import oracle.ifs.beans.FolderPathResolver;

// These classes are used to obtain information about the user at runtime.

import oracle.ifs.beans.DirectoryUser;
import oracle.ifs.beans.PrimaryUserProfile;
import oracle.ifs.beans.LibrarySession;

// These classes are the base classes for creating a parser.

import oracle.ifs.beans.parsers.Parser;
import oracle.ifs.beans.parsers.ParserCallback;
import java.util.Hashtable;

// These are standard Java objects used to process the document content.

import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.Reader;
import java.io.BufferedReader;
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// This class is used to report exceptions in iFS methods.

import oracle.ifs.common.IfsException;

public class SimplestParser implements Parser
{
  private String title;
  private LibrarySession m_librarySession;
  private Document newDoc;
  private Folder currentFolder;
  private Folder homeFolder;

// The constructor argument captures the current library session, which is
// used to pass information about the user and environment at runtime.

  public SimplestParser(LibrarySession session) throws IfsException
  {
    m_librarySession = session;
  }

/* This parser is called by the host protocol at runtime, passing a Reader
 * object with the contents of the document being parsed. The callback is
 * an optional argument that enables the parser to respond to the calling
 * method. The Hashtable is used to store three key parameters:
 * CURRENT_PATH_OPTION: the current working directory.
 * CURRENT_NAME_OPTION: the name of the file being parsed.
 * UPDATE_OBJECT_OPTION: indicates if the document being parsed is
 *                       replacing an object that already exists.
 */
  public LibraryObject parse(Reader htmlStream, ParserCallback callback,
        Hashtable options) throws IfsException
  {
  try
  {

/*  Instantiate a FolderPathResolver, then pass it the CURRENT_PATH_OPTION as
 *  a string. Set the currentFolder variable to the path where the document
 *  to be parsed was inserted.
 */

    FolderPathResolver fpr = new FolderPathResolver(m_librarySession);
    fpr.setRelativePath(options.get(Parser.CURRENT_PATH_OPTION).toString());
    currentFolder = fpr.getCurrentDirectory();

/*  Instantiate the string variable documentContent.
 *  Instantiate a BufferedReader object named dataStream and populate it
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 *  with the document content passed in to the method.
 */

    String documentContent = "";
    BufferedReader dataStream =
                           new BufferedReader(htmlStream);

// Read the buffered data into the documentContent variable one line at a time.

    for (String line = dataStream.readLine();line != null;
                           line = dataStream.readLine())
    {
      documentContent = documentContent + line + "¥n";
    }

//  Send the resulting string to the parseTitle method to extract the title.

    String docTitle = parseTitle(documentContent);

//  Instantiate a DocumentDefinition object.

    DocumentDefinition docDef = new DocumentDefinition(m_librarySession);

//  Instantiate a Collection object and populate it with the list of
//  format extensions. Set the format in the document definition.

    Collection allFormats = m_librarySession.getFormatExtensionCollection();
    docDef.setFormat((Format) allFormats.getItems("cus"));

//  The Classname is the name of the subclass we've defined (CUSTOM).

    docDef.setClassname("Custom");

//  Set the Name attribute in the document definition to the variable passed
//  to the parser in the options Hashtable.

    docDef.setAttribute("NAME", AttributeValue.newAttributeValue
                    (options.get(Parser.CURRENT_NAME_OPTION)));

//  Set the custom attribute "TITLE" to the docTitle variable returned by the
//  parseTitle method.

    docDef.setAttribute("TITLE", AttributeValue.newAttributeValue(docTitle));

//  Set the content of the document to the String documentContent.

    docDef.setContent(documentContent);
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/*  Check to see if the UPDATE_OBJECT_OPTION variable is set. If so, update
 *  the document (update). If not, create a new document (addItem).
*/
    if(options.get(UPDATE_OBJECT_OPTION) != null)
    {
      Document currentDoc = (Document) currentFolder.findPublicObjectByPath
                      (docDef.getAttribute("NAME").toString());
      currentDoc.update(docDef);
    }
    else
    {
      
      //  Instantiate a new Document using the DocumentDefinition just defined.

      Document newDoc = (Document) m_librarySession.createPublicObject(docDef);
      currentFolder.addItem(newDoc);
    }
  }

// Catch any exceptions. Set VerboseMessage to true to get a more complete
// report of the methods that threw the exception.

  catch (IfsException ifsExceptionCaught)
  {
    ifsExceptionCaught.setVerboseMessage(true);
    ifsExceptionCaught.printStackTrace();
  }
  catch (Exception exceptionCaught)
  {
    exceptionCaught.printStackTrace();
  }
  return newDoc;
  }

/* parse method called when the protocol sends the file content as an
 * InputStream. This method converts the InputStream to a BufferedReader
 * and forwards it to the first parse method (keeps code concise).
*/

  public LibraryObject parse(InputStream htmlStream, ParserCallback callback,
                             Hashtable options)
  {

// Convert the InputStream htmlStream to the BufferedReader named redirect.

    BufferedReader redirect =
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        new BufferedReader(new InputStreamReader(htmlStream));

// Send the resulting BufferedReader to the first parse method.

    try {
      Document newDoc = (Document) parse(redirect,callback,options);
    }

// Catch and report (in verbose mode) any exceptions.

    catch (IfsException ifsExceptionCaught)
    {
      ifsExceptionCaught.setVerboseMessage(true);
      ifsExceptionCaught.printStackTrace();
    }
    catch (Exception exceptionCaught)
    {
      exceptionCaught.printStackTrace();
    }
    return newDoc;
  }

/*  This is the actual custom parsing routine. It searches the text String
 *  for the tag <TITLE>, starts at the 7th character (the length of the
 *  <TITLE> tag and extracts a substring of all the information through
 *  the last character before the </TITLE> tag.
 */

  private String parseTitle (String parseString){
    try
    {
      title = parseString.substring((parseString.indexOf("<TITLE>")+ 7),
                  parseString.indexOf("</TITLE>"));
    }
    catch (Exception e)
    {
      title = "Untitled";
      e.printStackTrace();
    }
    return title;
  }
}
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ClassSelectionParserの使用の使用の使用の使用
ClassSelectionParserは、PropertyBundleを使用して、ドキュメントが Oracle 9iFSに挿入さ
れる時点で使用する適切な ClassObjectを識別します。このパーサーは固有のもので、ド
キュメントの内容を処理するのではなく、そのメタデータ（名前）を処理します。
ClassSelectionParserを使用するには、次のタスクを実行する必要があります。

1. クラス定義の作成

2. パーサーの登録

3. クラスの登録

クラス定義の作成クラス定義の作成クラス定義の作成クラス定義の作成
ClassSelectionParserでの 初のステップは、カスタムのクラス定義を作成することです。
この例では、XML構成ファイルを使用してプレゼンテーション・スライド用のカスタム・
クラスを定義し、新規タイプ Presentationのすべてのファイルに追加する新規属性
NumberOfSlidesを記述しています。 

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
<!--Presentation.xml-->
<ClassObject>
  <Name>Presentation</Name>
   <Superclass RefType='name'> Document </Superclass> 
  <Description>Custom Class for Presentations</Description>
  <Attributes>
    <Attribute>
      <Name>NumberOfSlides</Name>
      <DataType>INTEGER</DataType>
    </Attribute>
  </Attributes>
</ClassObject>

パーサーの登録パーサーの登録パーサーの登録パーサーの登録
カスタム ClassObjectの作成後に、ParserLookupByFileExtensionの ValueDefault 
PropertyBundle内でファイル拡張子（この例では .ppt）を ClassSelectionParserに
対応付けます。パーサーを登録するには、Oracle 9iFS Managerまたは XMLを使用できま
す。

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
<!--RegisterPPTParser.xml-->
<PropertyBundle>
  <update reftype='valuedefault'>  ParserLookupByFileExtension </update>
  <Properties>
    <Property action = 'add'>
      <Name> ppt </Name>
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      <Value datatype='String'>
          oracle.ifs.beans.parsers.ClassSelectionParser
      </Value>
    </Property>
  </Properties>
</PropertyBundle>

クラスの登録クラスの登録クラスの登録クラスの登録
パーサーの登録後に、PropertyBundleである
IFS.PARSER.ObjectTypeLookupByFileExtensionにエントリを追加して、カスタム・
クラスを登録する必要があります。この場合、登録プロセスでは、ファイル拡張子（ppt）
をカスタム・クラス（Presentation）に対応付けています。

クラスを登録すると、ClassSelectionParserのコールに必要なプロセスが完了したこと
になります。このステップを省略すると、ClassSelectionParserに対応付けられたクラ
スはデフォルトで Documentに設定され、解析は発生しません。

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
<!--RegisterPPTObjectType.xml-->
<PropertyBundle>
  <update reftype='valuedefault'>  IFS.PARSER.ObjectTypeLookupByFileExtension 
</update>
  <Properties>
    <Property action = 'add'>
      <Name> ppt </Name>
      <Value datatype='String'>Presentation</Value>
    </Property>
  </Properties>
</PropertyBundle>

ファイル拡張子と対応するファイル・タイプの登録後は、定義した ClassObjectのインスタ
ンスの後に、その拡張子を持つドキュメントが作成されます。 
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XMLおよびおよびおよびおよび Oracle Internet File System

XMLは、データ転送方法およびシステム構成メカニズムとして、Oracle 9iFSで広範囲に使
用されます。この章では、XMLデータを処理できるように Oracle 9iFSに組み込まれている
特定のサポートについて説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

� XMLの概要

� Oracle 9iFSでの XMLデータ・ファイルの使用

� XMLファイルを使用した Oracle 9iFSの構成
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XMLの概要
XMLの概要の概要の概要の概要
XML（eXtensible Markup Language）は、情報システム間で標準的なデータ転送方法を提供
する情報記述仕様であり、2つのシステムのデータ・スキーマが正確に一致している必要は
ありません。XMLファイルは自己定義型です。新規データ・フィールドは、任意に名前を
付けた 1組のタグでデータ要素を囲んで定義できます。たとえば、データ要素
MyXMLDataElementTagを持つMyXMLRootTag型の XML文書を作成する場合、完全に正
当な XML構文は次のようになります。

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<MyXmlRootTag>
<MyXmlDataElementTag>bar</MyXmlDataElementTag>
</MyXmlRootTag>

前後の空白は省略されるため、次のデータ要素は、

<MyXmlDataElement>   data     </MyXmlDataElement>

次のデータ要素と同じです。

<MyXmlDataElement>data</MyXmlDataElement>

タグには大 /小文字区別がないため、タグ <MYXMLDATAELEMENT>および
<MyXMLDataElement>は同じです。ただし、各要素の開始タグと終了タグは正確に一致す
る必要があります。たとえば、次の構文を使用するとします。

<MyXmlDataElement>data</MYXMLDATAELEMENT>

この場合、Oracle 9iFSでは例外が発生します。

Oracle 9iFSでは、Oracle9iデータベースの基礎となる XML処理機能と、XMLファイルを
使用して様々なタスクを実行するための追加機能が公開されています。

XMLは新たな標準です。Oracle 9iFSで使用されている実装は、変化がないと思われる中心
的な想定に基づいて基本レベルで保たれています。

インターネット・ファイル・システムにおけるインターネット・ファイル・システムにおけるインターネット・ファイル・システムにおけるインターネット・ファイル・システムにおける XMLの様々な役割の概要の様々な役割の概要の様々な役割の概要の様々な役割の概要
Oracle 9iFSでは、後述のように、XMLファイルに少なくとも 5つの使用方法があります。
ここで説明する永続的な XML文書とは、Oracle 9iFSのフォルダ階層に XML文書として表
示されるものを指します。一時的な XML文書は、トランザクションを実行するためにアッ
プロードされるドキュメントです。そのトランザクションの結果、別のタイプの永続的なド
キュメントが作成される場合や、Oracle 9iFSの構成が変更される場合がありますが、XML
文書自体が Oracle 9iFSにドキュメントとして格納されることはありません。
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Oracle 9iFSに格納される永続的なに格納される永続的なに格納される永続的なに格納される永続的な XML文書文書文書文書
も基本的なレベルでは、XML文書は他のタイプのファイルと同様に Oracle 9iFSに格納で

きます。ファイルをアップロードし、XMLエディタで作成または変更し、あらゆる XMLア
プリケーションで使用できます。

Oracle 9iFSに格納される解析済み属性を持つ永続的なに格納される解析済み属性を持つ永続的なに格納される解析済み属性を持つ永続的なに格納される解析済み属性を持つ永続的な XML文書文書文書文書
永続的な XML文書のデータ要素を解析し、情報の一部またはすべてをドキュメントのカス
タム属性として格納するように選択できます。解析済みの要素は、ドキュメントの「プロパ
ティ」ダイアログ・ボックスに（WindowsとWebインタフェースの両方で）表示され、そ
のカスタム属性を検索できます。Oracle 9iFSで情報を表示、変更またはレンダリングする方
法を決定するときには、複数のオプションから選択できます。

カスタム・タイプの永続的ドキュメントを作成するための一時的な着信カスタム・タイプの永続的ドキュメントを作成するための一時的な着信カスタム・タイプの永続的ドキュメントを作成するための一時的な着信カスタム・タイプの永続的ドキュメントを作成するための一時的な着信
データ・ドキュメントデータ・ドキュメントデータ・ドキュメントデータ・ドキュメント
一部のカスタム・アプリケーションでは、XMLファイルではなくカスタム・ドキュメント・
タイプを作成する必要があります。XMLファイルを使用すると、XMLタグでファイルの属
性を定義して、ドキュメント・インスタンスを作成する必要のあるドキュメント・サブクラ
スを識別できます。ファイルを Oracle 9iFSにアップロードすると、ファイルが解析され、
選択したサブクラスのドキュメントが作成されます。ドキュメントの作成に使用された
XMLファイルは Oracle 9iFSには表示されず、ドキュメントのランタイム・インスタンスは
ファイルの作成後に破棄されます。

発信発信発信発信 XMLデータ・ファイルとして表示される永続的なドキュメントデータ・ファイルとして表示される永続的なドキュメントデータ・ファイルとして表示される永続的なドキュメントデータ・ファイルとして表示される永続的なドキュメント
Oracle 9iFSに格納されているドキュメントは、作成方法に関係なく XML文書としてレンダ
リングできます。レンダリングされる情報量を制御するには、組込みの構成設定を使用する
方法と、カスタム・レンダラを作成する方法があります。レンダリングされた XML文書は、
ディスクや別のファイル・サーバーに転送したり、別のデータ・ストアへの入力として使用
できます。

Oracle 9iFS構成用の一時的な着信データ転送メカニズム構成用の一時的な着信データ転送メカニズム構成用の一時的な着信データ転送メカニズム構成用の一時的な着信データ転送メカニズム
XMLファイルを使用して、新規ドキュメント・タイプ、プロパティのまとまり、ACLまた
は他の Oracle 9iFSオブジェクトの作成など、様々な管理タスクを実行できます。これらの
ファイルは、Oracle 9iFSスキーマの変更や、Oracle 9iFSで使用する永続的メタデータの作
成または変更に使用されます。このファイルのランタイム・インスタンスは変更の完了時に
破棄されますが、変更内容は Oracle 9iFSに永続的な値として格納されます。
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Oracle 9iFSでのでのでのでの XMLデータ・ファイルの使用データ・ファイルの使用データ・ファイルの使用データ・ファイルの使用
XMLをデータ転送メカニズムとして操作する場合は、Oracle 9iFSをほとんどカスタマイズ
せずに、複数のオプションを使用できます。

� 永続的な XML文書の格納

� 解析済みデータ要素を持つ永続的な XML文書の格納

� ラウンドトリップ XML文書の格納

永続的な永続的な永続的な永続的な XML文書の格納文書の格納文書の格納文書の格納
XML文書は、他のタイプのファイルと同様に Oracle 9iFSに格納できます。必要なプロトコ
ル経由で XMLファイルをアップロードし、XMLエディタで変更し、あらゆる XMLアプリ
ケーションで使用できます。

Oracle 9iFSオブジェクト用に予約済みルート・タグの 1つと一致するタグが、XML文書の
ルート・タグとして使用されていない場合は、XML文書を格納するためのカスタマイズは
不要です。XML文書に予約済みのルート・タグが使用されている場合は、データ要素タグ
が Oracle 9iFSで使用されるタグと競合しないように、XMLの名前空間を使用する必要があ
ります。予約済みのルート・タグは、Oracle 9iFSクラス階層内のアイテムの名前
（Document、Folder、PublicObjectなど）と、2つの特殊タグ SimpleUserおよび

ObjectList、作成したカスタム・サブクラスと一致するタグなどです。名前空間の詳細は、
「XML名前空間の概要」を参照してください。

解析が使用禁止になっている場合は（ルート・タグが Oracle 9iFSの要素と一致していて
も）、リテラルの XML文書も格納できます。CUP、FTPおよびWebインタフェースなどの
プロトコルでは、解析を使用禁止にできます。

例例例例 10-1 リテラルのリテラルのリテラルのリテラルの XML文書文書文書文書

次の内容を含むドキュメント example.xmlは、解析されずに XML文書として格納されま
す。

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<MyUnrecognizedTag>
<Name>A Name</Name>
<Description>A Description</Description>
</MyUnrecognizedTag>

Nameおよび Descriptionは多数の Oracle 9iFSオブジェクトに共通のタグですが、ルート・
タグが認識されないため、この XML文書は解析されません。
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DTDの妥当性チェックの妥当性チェックの妥当性チェックの妥当性チェック
Oracle 9iFSのパーサー・フレームワークでは、Document Type Definition（DTD）の妥当性
チェックを実行できます。DTDでは、XML文書の構造が記述され、ドキュメントが従う必
要のある検証規則が指定されます。必須要素の欠落など、これらの規則で予期される構造に
従っていないドキュメントは無効です。DTD情報は、ドキュメント自体に埋め込む方法と
外部ファイルに格納する方法があります。

Oracle DOMパーサーは、ファイルを解析し、その内容を DTD検証規則と比較して、ファ
イルを有効または無効として宣言できます。デフォルトでは、パーサー・フレームワークで
は XMLファイルの妥当性チェックは行われません。妥当性チェックを行うという決定はシ
ステム全体に適用されるため、DTDの妥当性チェックを有効化する場合は、Oracle 9iFS 
Managerを通じてシステム・プロパティを設定する必要があります。

DTD妥当性チェックを有効化する手順は、次のとおりです。

1. 「Object」メニューから「Register」を選択します。

2. 「Select Object Type」ダイアログ・ボックスで「Parser Lookup」を選択し、「Register」
をクリックします。

3. 特定のパーサー・クラス名に対応付けるドキュメント拡張子を追加します。

4. 表示される「Parser Lookup Registry」ウィンドウで、「DTD validation by default」オ
プションをオンにします（オフになっている場合）。

5. 「OK」をクリックしてダイアログ・ボックスを閉じ、このシステム単位の変更を適用し
ます。

解析中に、Oracle 9iFSにより（Parse()メソッドにオプションとして渡された）
「Validate」オプションがチェックされます。オプションが渡されていない場合、Oracle 9iFS
はシステム・プロパティをチェックし、それに応じてオプションを設定します。これは、解
析前フェーズで発生します。後の解析時には、IfsSimpleXmlParserは妥当性チェック・オプ
ションの値を完全に無視します。ただし、LiteralDocumentParserは「Validate」オプション
を調べて、ファイルの妥当性をチェックするかどうかを決定します。カスタム・パーサーで
は「Validate」オプションを使用できます。その値をチェックして
IfsXmlParser.createDOM() メソッドに渡すか、開発者が選択した方法で処理できま
す。

XMLパーサーでファイルが無効であることが検出されると、Oracle 9iFSでエラーが生成さ
れます。このエラーは、パーサー・コールバック・メカニズムや、Oracle 9iFSアプリケー
ションの他の部分でトラップできます。また、ファイルのアップロードに使用したプロトコ
ル・サーバーにも、エラー・メッセージが表示されます。

ファイルが有効でない場合は、Oracle 9iFSには格納されません。ユーザーは、そのファイル
のエラーを訂正して再度アップロードする必要があります。
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解析済みデータ要素を持つ永続的な解析済みデータ要素を持つ永続的な解析済みデータ要素を持つ永続的な解析済みデータ要素を持つ永続的な XML文書の格納文書の格納文書の格納文書の格納
Oracle 9iFSはファイル・システムですが、その中心は Oracle9iデータベースです。Oracle 
9iFS固有の機能は、ファイルをファイル・インスタンスおよびリレーショナル・データの両
方として処理できることです。オプションで、XML文書自体は変更せずに、そのドキュメ
ントから選択したデータ要素を抽出するカスタム・パーサーを作成できます。ドキュメント
は XMLアプリケーションでも表示して編集できますが、その解析済み要素に基づいて情報
を検索することもできます。

この機能を活用するには、Documentタグ、または Documentクラスのカスタム・サブクラ
スを表すタグを使用して、XML文書を作成します。認識されたタグはファイルの属性とし
て格納され、認識されないタグで囲まれたデータは無視されます。

例例例例 10-2 解析済みデータ要素を持つ解析済みデータ要素を持つ解析済みデータ要素を持つ解析済みデータ要素を持つ XML 文書文書文書文書

次の XML文書は、Oracle 9iFSへの挿入時にデータ要素がファイルの属性として解析されて
います。

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<Document>
  <Name>A Name</Name>
  <Description>A Description</Description>
</Document>

ただし、このドキュメントの内容は、次のように XMLファイルの内容になるため注意して
ください。これらの属性を検索し、ドキュメントを XMLとして表示できます。テキストの
内容を持つドキュメント（HTMLファイルなど）を作成するには、Content 属性タグを使用
します。

例例例例 10-3 Content属性を持つ属性を持つ属性を持つ属性を持つ XML文書文書文書文書

次の XML文書の場合は、Oracle 9iFSへの挿入時にデータ要素がファイルの属性として解析
され、Contentタグで囲まれた情報がドキュメントの内容として格納されます。

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<Document>
 <Name>A Name</Name>
 <Description>A Description</Description>
 <Content>Here is the actual content of the document.</Content>
</Document>

このドキュメントをアップロードすると、このファイルをWebインタフェースで開いてい
る場合は、「Here is the actual content of the document.」と表示されます。
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ラウンドトリップラウンドトリップラウンドトリップラウンドトリップ XML文書の格納文書の格納文書の格納文書の格納
ラウンドトリップ XMLは Oracle 9iFSの新機能で、XMLファイルを永続的なドキュメント
として格納してから、元どおり正確に表示できます。これは、コメント・タグを使用して情
報を格納したり、未定義のタグを使用して Oracle 9iFSで解析されない情報を格納する、一
部の顧客に固有の要件を満たすための機能です。

デフォルトでは、Documentまたはそのサブクラスを処理する XMLファイルを Oracle 9iFS
にアップロードすると、ドキュメント自体がファイルの Content属性に格納されます。ド
キュメントを表示すると、オリジナルの XMLファイルは、すべてのコメント・タグと
Oracle 9iFSで未定義のタグを含めて挿入時のままの状態で出力されます。

ラウンドトリップ XMLを使用する場合は、次の 2つの考慮事項が重要になります。

1. ドキュメントは Oracle 9iFSから挿入時のままの状態で表示されます。ファイルの変更
内容が Oracle 9iFSに格納されていても、ドキュメントの属性と Content属性内の情報
の同期状態を保つカスタム・インタフェースを記述しないと、表示されたファイルには
反映されません。

2. ドキュメント全体が、Oracle 9iFSの標準 Content属性に格納されます。つまり、ラウン
ドトリップ・ドキュメントでは、独自の Contentタグを定義できません。Contentタグ
を定義すると、そのタグで囲まれたテキストはドキュメントの内容として格納されま
す。

XMLを使用したカスタム・サブクラスのドキュメントのインスタンス作成を使用したカスタム・サブクラスのドキュメントのインスタンス作成を使用したカスタム・サブクラスのドキュメントのインスタンス作成を使用したカスタム・サブクラスのドキュメントのインスタンス作成
XMLを使用して組込みオブジェクトをインスタンス化するのと同じ方法で、カスタム・サ
ブクラスのインスタンスを作成できます。 

カスタム・サブクラスのドキュメントをインスタンス化する XML文書のインスタンスを作
成する手順は、次のとおりです。

1. ルート要素としてカスタム・サブクラスを使用し、XMLファイルを作成します。 

2. すべての必須属性のエントリと、必要な数のオプション属性のエントリを含めます。 

3. ファイルを Oracle 9iFSにアップロードしてインスタンスを作成します。使用可能 /必
須の属性は、定義したカスタム・サブクラス（必須の値など）とその親クラス
（Document、PublicObjectなど）に応じて異なります。

この方法で XMLを使用すると、XMLファイル自体が Oracle 9iFSに格納されることはあり
ません。格納されるのは、XMLファイルで定義したドキュメントのみです。
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例例例例 10-4 XMLを使用したカスタム・サブクラスのドキュメントのインスタンス作成を使用したカスタム・サブクラスのドキュメントのインスタンス作成を使用したカスタム・サブクラスのドキュメントのインスタンス作成を使用したカスタム・サブクラスのドキュメントのインスタンス作成

次の XMLファイルは、Oracle 9iFSへの挿入時に、定義済みフィールド Authorおよび Title
を持つ Shortstoryカスタム・ドキュメント・タイプのインスタンスを作成します。Name属
性は必須で、親クラス Documentから継承されています。このドキュメントを Oracle 9iFS
にアップロードすると、ファイルは example.shortstoryという名前でロードされたディ
レクトリに表示されます。XMLファイル自体は、このディレクトリに表示されません。ド
キュメントの内容は、テキスト・エディタで開くと「This is a very short story.」というテキ
ストになります。

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<Shortstory>
 <Name>example.shortstory</Name>
 <Author>A Name</Author>
 <Title>A Description</Title>
 <Content>This is a very short story.</Content>
</Shortstory>

XMLデータ・ファイル内の日付値の書式設定データ・ファイル内の日付値の書式設定データ・ファイル内の日付値の書式設定データ・ファイル内の日付値の書式設定
日付値は、XMLデータ・ファイル内で特別な処理を必要とします。XMLは自己定義言語で
あり、データ・ファイルには格納されたデータ用のビルトイン・サポートが必要です。日付
値の場合は、属性タグに書式パラメータが必要です。これにより、XMLファイルをどのよ
うなデータ・ストアでも使用でき、データ・ストアではロード時に着信データのフォーマッ
トを判断できます。

XMLは、java.text.SimpleDateFormatクラスと同じフォーマット文字列を使用しま
す。表 10-1に、より便利なフォーマット値を示します。 

表表表表 10-1  Oracle 9iFSのののの XML文書に使用される日付書式文字列文書に使用される日付書式文字列文書に使用される日付書式文字列文書に使用される日付書式文字列

文字文字文字文字 意味意味意味意味

M 月

d 日

y 年

h 時間

m 分

s 秒

a AM/PM（省略した場合、XMLでは
24時間書式を想定）
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表 10-2に、日付値 2001年 2月 18日午後 7時 15分を表す様々な書式を示します。

Dateフォーマット文字列の詳細は、java.text.SimpleDateFormatの Javadocを参照し
てください。

XMLファイルに日付属性を入力するための書式を定義するには、属性タグにフォーマット
引数を直接入力します。構文を次に示します。

<DateAttributeName
  format='formatString'>date_value</DateAttributeName>

DateAttributeNameはカスタムまたは組込みの日付属性の名前で、formatStringは date_
valueの入力に使用される書式と一致する箇所に記述されたコードを使用するフォーマッ
ト・テンプレートです。

例例例例 10-5 日付値を含む日付値を含む日付値を含む日付値を含む XML ファイルファイルファイルファイル

次の XMLファイルは、Oracle 9iFSへの挿入時に、以前に定義した Shortstoryカスタム・ド
キュメント・タイプのインスタンスを作成し、定義済みフィールド Author、Titleおよび
Pubdate（Publication Date）を移入します。

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<Shortstory>
 <Author>A Name</Author>
 <Title>A Description</Title>
 <Pubdate format='MM-dd-yy'>02-18-01</Pubdate>
</Shortstory>

表表表表 10-2  日付値日付値日付値日付値 2001年年年年 2月月月月 18日午後日午後日午後日午後 7時時時時 15 分の書式のバリエーション分の書式のバリエーション分の書式のバリエーション分の書式のバリエーション

フォーマット文字列フォーマット文字列フォーマット文字列フォーマット文字列 日付値の文字列日付値の文字列日付値の文字列日付値の文字列

M-d-yy 2-18-01

MM/dd/yy 02/18/01

MMM d, yyyy Feb 18, 2001

M/d/yyyy 2/18/2001

M-d-yy hh:mm 2-18-01 19:15

yy-MM-dd hh:mm a 02-18-01 07:15 p.m.
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配列属性の操作配列属性の操作配列属性の操作配列属性の操作
ドキュメント属性が値の配列で構成されている場合があります。配列属性を移入するには、
ArrayElementタグを使用します。 

たとえば、ブール配列 OpenDaysに、顧客の営業曜日を示す 7つの TRUE/FALSE値が含ま
れているとします。ブール値は、文字列 trueおよび falseを使用して設定されます。

.

.

.
<OpenDays>
 <ArrayElement>false</ArrayElement>
 <ArrayElement>true</ArrayElement>
 <ArrayElement>true</ArrayElement>
 <ArrayElement>true</ArrayElement>
 <ArrayElement>true</ArrayElement>
 <ArrayElement>true</ArrayElement>
 <ArrayElement>false</ArrayElement>
</OpenDays>
.
.
.
配列内で Date値を設定する場合、各要素には単一値を設定する場合と同様に formatパラ
メータが必要です。

たとえば、年の第 1四半期の PayDaysの配列を次のように入力できます。

.

.

.
<PayDays>
 <ArrayElement format="yy-MM-dd">01-01-15</ArrayElement>
 <ArrayElement format="yy-MM-dd">01-01-31</ArrayElement>
 <ArrayElement format="yy-MM-dd">01-02-15</ArrayElement>
 <ArrayElement format="yy-MM-dd">01-02-28</ArrayElement>
 <ArrayElement format="yy-MM-dd">01-03-15</ArrayElement>
 <ArrayElement format="yy-MM-dd">01-03-31</ArrayElement>
</PayDays>
.
.
.
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属性としての属性としての属性としての属性としての Oracle 9iFSオブジェクトの使用オブジェクトの使用オブジェクトの使用オブジェクトの使用
オプションで、Oracle 9iFSの Object型の参照をファイルの属性として格納できます。たと
えば、マネージャに Oracle 9iFSに送信されたドキュメントの編集管理を割り当てる場合は、
そのマネージャの DirectoryUserオブジェクトを属性として使用できます。オブジェクトの
単一値と配列の両方を格納できます。

Oracle 9iFSのオブジェクトを属性として使用するには、その参照型（RefType）を属性タグ
内でパラメータとして識別する必要があります。属性の RefTypeには、表 10-3のように 4
つの書式のうち 1つを使用できます。

表表表表 10-3 属性の属性の属性の属性の RefType

RefTypeの値の値の値の値 使用方法使用方法使用方法使用方法 例例例例

ID この要素では、参照先オブ
ジェクトのオブジェクト
IDを値として指定します。
IfsSimpleXmlParserは、
オブジェクトをその ID番
号に基づいてリポジトリか
ら選択します。

<CLASSOBJECT>
 <Name>TypeDef</Name>
 <Superclass RefType='ID'>
    263
 </Superclass>
 <Description>
    XML demo test class
 </Description>
</CLASSOBJECT>

Path PublicObjectである埋込み
オブジェクトを Pathで参
照できます。要素の値とし
て指定した文字列は、パス
として解析されます。パス
は、相対パスでも絶対パス
でもかまいません。相対パ
スを機能させるには、
IfsXmlParserをコールする
アプリケーションで
optionsハッシュ表に Path
オプションを設定する必要
があります。

<PublicObject>
 <Name> Test Object </Name>
 <Document RefType='Path'>
  /docs/test01.doc 
 </Document>
</PublicObject> 

これは絶対パスです（/で始まります）。パス
のセパレータは、セッション固有の構成パラ
メータに依存するため注意してください。 
XMLおよび Oracle Internet File System 10-11



Oracle 9iFSでの XMLデータ・ファイルの使用
XML名前空間の操作名前空間の操作名前空間の操作名前空間の操作
名前空間は、あるコンテキストで使用される XMLタグ名を、別のコンテキストで使用され
る同じ名前から分離して区別する方法です。 たとえば、企業内では、すでに一連の XML
データ・ファイルにルート・タグ Documentを使用している場合があります。これらのファ
イルは、Oracle 9iFSの組込みの Documentクラスと競合する可能性があります。企業内で、
すべての XMLファイルを個別に変更するのではなく、新しい名前空間を設定し、定義済み
の名前空間内で独自ファイルの特殊処理を提供できます。

ValueDefault 埋込みオブジェクトの位置
を、そのオブジェクトを参
照する ValueDefaultオブ
ジェクト経由で指定できま
す。

<PropertyBundle>
 <Update RefType="valuedefault">
  ParserLookupByFileExtension
 </Update>
 <Properties>
  <Property action = "add">
   <Name>xls</Name>
   <Value DataType="String">
     MyApplication.Parsers.XLSParser
   </Value>
  </Property>
 </Properties>
</PropertyBundle > 

Search この型の参照を使用すると
埋込みオブジェクトを検索
できます。埋込みオブジェ
クトが使用される属性値に
は、単一クラス（または単
一クラスの派生クラス）に
限定する ClassDomain、
またはオブジェクトのクラ
スを指定する別の属性ラベ
ル（classname）が必要で
す。RefType属性の値に
は、検索対象となる属性の
名前を指定する必要があり
ます。タグの値には、一致
させる値を指定する必要が
あります。検索で正確に一
致する値が戻されない場合
は、例外が発生します。

<PublicObject>
 <Name> Test Object </Name>
 <Owner RefType='DistinguishedName'>
  jdoe@us.oracle.com 
 </Owner> 
</PublicObject> 

Owner属性の ClassDomainでは
DirectoryUserオブジェクトに限定されている
ため、Search参照は Classname属性を設定せ
ずに実行できます。 

表表表表 10-3 属性の属性の属性の属性の RefType（続き）（続き）（続き）（続き）

RefTypeの値の値の値の値 使用方法使用方法使用方法使用方法 例例例例
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XML名前空間の概要名前空間の概要名前空間の概要名前空間の概要
名前空間は、Universal Resource Indicator（URI）、通常は Uniform Resource Locator
（URL）である一意名で識別されます。その用途は、World Wide Webのドメイン名に似て
います。Webのドメインを使用すると、インターネット上で一意の存在を定義できます。た
とえば、Foo Corporationがドメイン名 http://www.foo.comを使用しているとします。
世界中のインターネット・ブラウザで http://www.foo.com/index.htmlを指すと、
World Wide Webに index.htmlという名前のページが文字どおり数百万あっても、一意
のドメイン名に基づいて特定のページが識別されます。

XML名前空間も同じ機能を持っています。名前空間用に、World Wide Web上の他の名前
空間と一致する可能性のない一意の文字列を選択します。そのため、名前空間のルートに
は、World Wide Webの登録済みドメイン名を使用するのが 善の方法です。会社が登録済
みドメイン名を持っていない場合は、World Wide Web上の他のエンティティ用に選択され
る可能性のない名前空間文字列を選択する必要があります。

たとえば、Oracle 9iFSのデフォルトの名前空間は http://xmlns.oracle.com/ifsで
す。これは、オラクル社が全製品用の一意の名前空間を定義するためにのみ使用しているド
メイン名です。/ifs名前空間に対して定義されているタグは、オラクル社の他の名前空間と
も、World Wide Web上の他のエンティティの名前空間とも競合しません。

URLがドキュメントを指すとは限らないため注意する必要があります。URLは、World 
Wide Web全体で一意な識別子を作成する便利な方法です。

XmlParserLookup PropertyBundleの概要の概要の概要の概要
Oracle 9iFSのプロパティのまとまりは、関連する名前 /値のペアからなるクラスタです。
Oracle 9iFSは、Propertyリストで名前を検索し、それに対応付けられた値を取り出して、
システムのメタデータを検索できます。これにより、システムをカスタマイズし、Oracle 
9iFSでは引き続き必要な値の名前と場所を予測できます。

XmlParserLookupプロパティのまとまりを使用して、着信 XML文書の処理に使用するパー
サーを識別します。XmlParserLookupプロパティのまとまりには、表 10-4のように 4つの
標準値があります。

表表表表 10-4 XMLParserLookupプロパティのまとまりの要素プロパティのまとまりの要素プロパティのまとまりの要素プロパティのまとまりの要素

プロパティ名プロパティ名プロパティ名プロパティ名 プロパティ値プロパティ値プロパティ値プロパティ値 説明説明説明説明

IfsDefaultNamespace http://xmlns.oracle.com/ifs これは、別の名前空間を指定しな
いすべての XMLファイルで使用
されるデフォルトの名前空間です。
この値は、デフォルトで
IfsSimpleXmlParserではなくカス
タム・パーサーが使用されるよう
に、代替名前空間を指す値に変更
できます。 
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いずれにせよ、IfsSimpleXmlParserを使用せずに独自のカスタム・パーサーを使用する場合
は、プロパティのまとまりを更新し、デフォルトの Oracle 9iFS名前空間に対応付けられて
いるプロパティ値を、独自パーサーのパッケージ・フルネームで置き換えることができま
す。ほとんどのドキュメントには IfsSimpleXmlParserを使用し、特定の名前空間のドキュメ
ントには独自パーサーを使用する場合は、新規の名前空間を作成する必要があります。カス
タム動作を実装する 善の方法は、Oracle 9iFSの名前空間はそのままにして、会社用の名前
空間を定義してから、独自の名前空間を指すように IfsDefaultNamespaceプロパティの値を
変更することです。

名前空間の作成名前空間の作成名前空間の作成名前空間の作成
名前空間を作成するには、XmlParserLookupプロパティのまとまりに新規プロパティを追
加します。プロパティ名は名前空間文字列で、プロパティ値はカスタム・パーサーのパッ
ケージ・フルネームです。

たとえば、http://www.foo.com/myIfsNamespace をカスタム FooParserに対応付ける
場合、エントリは次のようになります。

http://xmlns.oracle.com/ifs oracle.ifs.beans.parsers.
IfsSimpleXmlParser

これは、Oracle 9iFSに付属するデ
フォルトの XMLパーサーのパッ
ケージのフルネームです。

LiteralDocumentParser oracle.ifs.beans.parsers.
LiteralDocumentParser

これは、Oracle 9iFSのクラス階層
の一部、Document（またはサブ
クラス化できる他のクラス）のカ
スタム・サブクラス、SimpleUser
または ObjectListのいずれかとし
て認識されるルート要素を持たな
い XMLファイルに使用される
パーサーです。

IfsDefaultDTDValidation FALSE XMLファイルの妥当性を DTD
ファイルと対照してチェックする
かどうかを決定するブール値。

IfsRoundTripEnabled TRUE XMLファイルの内容をファイルの
Contentオブジェクトとして格納
するかどうかを決定する論理値。

プロパティ名プロパティ名プロパティ名プロパティ名 プロパティ値プロパティ値プロパティ値プロパティ値

http://www.foo.com/myIfsNamespace foo.ifs.custom.parser.FooParser

表表表表 10-4 XMLParserLookupプロパティのまとまりの要素プロパティのまとまりの要素プロパティのまとまりの要素プロパティのまとまりの要素（続き）（続き）（続き）（続き）

プロパティ名プロパティ名プロパティ名プロパティ名 プロパティ値プロパティ値プロパティ値プロパティ値 説明説明説明説明
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独自の解析要件を処理できるように、必要な数だけ名前空間を作成できます。たとえば、顧
客ごとに別個の名前空間を作成し、個々のニーズに合せて調整済みのパーサーを対応付ける
ことができます。

以前のバージョンの Oracle 9iFSでは、カスタム XMLパーサーを作成して着信 XMLファイ
ルの処理に使用できました。下位互換性を保つために、CustomXMLParserプロパティは引
き続き有効です。ファイルに名前空間が対応付けられていても、その名前空間にパーサーが
割り当てられていない場合は、CustomXmlParserが使用されます。この場合のエントリは
次のようになります。

XML構成ファイルを使用して名前空間を作成できます。FooParser用の名前空間を作成する
には、次の XML構成ファイルを使用します。

例例例例 10-6 XML構成ファイルを使用した構成ファイルを使用した構成ファイルを使用した構成ファイルを使用した XML名前空間の作成名前空間の作成名前空間の作成名前空間の作成

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
 <PropertyBundle>
  <Update RefType="valuedefault">
   XmlParserLookup
  </Update>
  <Properties>
   <Property action='add'>
    <Name>http://www.foo.com/myIfsNamespace</Name>
    <Value DataType="String">
     foo.ifs.custom.parser.FooParser
    </Value>
   </Property>
  </Properties>
</PropertyBundle>

詳細は、「XMLファイルを使用した Oracle 9iFSの構成」を参照してください。

名前空間の使用名前空間の使用名前空間の使用名前空間の使用
Oracle 9iFSのインスタンス用に名前空間を定義した後に、その名前空間を使用する XML
ファイルを作成できます。この名前空間は、XMLファイルのルート・タグのパラメータで
す。構文を次に示します。

<RootTag xmlns="namespaceString">

プロパティ名プロパティ名プロパティ名プロパティ名 プロパティ値プロパティ値プロパティ値プロパティ値

CustomXMLParser foo.ifs.custom.parser.FooParser
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RootTagはドキュメントのインスタンス化に使用されるサブクラスで、namespaceStringは
Oracle 9iFSサーバー上の定義済み名前空間です。

例として、表 10-7に前述のように定義された Foo Companyの名前空間を使用する XML
ファイルを示します。

例例例例 10-7 カスタム名前空間を使用するカスタム名前空間を使用するカスタム名前空間を使用するカスタム名前空間を使用する XMLファイルファイルファイルファイル

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
 <Document xmlns="http://www.foo.com/myifsNamespace">
 <Name>FooName</Name>
 <Description>This is a document for  www.foo.com</Description>
</Document>

この XML文書を Oracle 9iFSに挿入すると、パーサー
foo.ifs.custom.parser.FooParserを使用してデータ値が抽出されます。

XMLデータ・ファイルのレンダリングデータ・ファイルのレンダリングデータ・ファイルのレンダリングデータ・ファイルのレンダリング
XMLファイルは、Oracle 9iFSへの情報転送のみでなく、Oracle 9iFSからの情報転送にも使
用されます。オブジェクトは、作成方法に関係なく Oracle 9iFSから XMLファイルとしてレ
ンダリングできます。

Oracle 9iFSに格納されたファイルには、大量のメタデータが格納されています。そのほとん
どの情報は、Oracle 9iFSのコンテキスト内でのみ役立ちます（ドキュメントに割り当てられ
た ACLなど）。XMLファイルをレンダリングするときに、レンダリングされる属性と詳細
レベルを制御できます。

ClassObjectのレンダリング・オプションの概要のレンダリング・オプションの概要のレンダリング・オプションの概要のレンダリング・オプションの概要
Oracle 9iFSの各 ClassObjectには、PropertyBundleオブジェクトが対応付けられています。
PropertyBundle名は、「Class PropertyBundle for <classname>」です。このプロパティのま
とまりで次の 3つのプロパティを設定し、ClassObjectごとにレンダリングする属性を決定
できます。

� IFS.RENDERER.RenderedAttributes

� IFS.RENDERER.InheritSuperClassPolicy

� IFS.RENDERER.InlineRendering

IFS.RENDERER.RenderedAttributes  この属性は、ClassObjectについてレンダリングされるすべ
ての属性の文字配列リストです。プロパティが定義されていない場合は、クラスの拡張属性
がレンダリングされ、それ以上の継承属性のレンダリングは
IFS.RENDERER.InheritSuperClassPolicyにより制御されます。
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デフォルトでは、3つの基本クラス（PublicObject、SchemaObjectおよび SystemObject）に
属性リストのセットが定義されています。PublicObjectの場合、リストは Nameおよび
Descriptionで構成されます。SchemaObjectの場合は、Name属性のみがリストされます。
SystemObjectの場合、Documentの値は NULLに設定されます。このため、 も有効な情
報をレンダリングできます（たとえば、Documentの拡張属性は、Oracle 9iFSのコンテキス
ト外では意味を持ちません）。これらの設定は変更できますが、システム固有の多数のプロ
パティを通じて操作せずに、ほとんどの顧客が必要とする情報を提供できるように試みられ
ています。

IFS.RENDERER.InheritSuperClassPolicy  これはブール値です。TRUEの場合は、親クラスの属性
がそのクラスの IFS.RENDERER設定に従ってレンダリングされます。親の
IFS.RENDERER.InheritSuperClassPolicyも TRUEに設定されている場合は、階層の
上位にある親クラスの属性もレンダリングされます。 

FALSEの場合は ClassObjectの属性のみがレンダリングされます。ClassObjectのサブクラ
スの IFS.RENDERER.InheritSuperClassPolicyが TRUEに設定されている場合は、こ
のポリシーが FALSEに設定されている ClassObjectが検出されるまで、階層の上位へと各属
性がレンダリングされます。検出された ClassObjectとその子オブジェクトの属性のみがレ
ンダリングされます。

IFS.RENDERER.InheritSuperClassPolicyの値が明示的に設定されていない場合、デ
フォルトは TRUEです。

IFS.RENDERER.InlineRendering  このプロパティには、3つの値 Name、IDまたは Deepのいず
れか 1つを指定できます。このプロパティは、ClassObjectが別のクラスの属性値としてイ
ンラインでレンダリングされるときに、レンダリングされる ClassObjectの属性を定義する
ために使用します。 

たとえば、属性Managerを持つカスタム・ドキュメントを作成するとします。この属性は、
発行前にファイルを検討するマネージャを表します。Managerの DataTypeを
DirectoryUserに設定できます。情報のうち、カスタム・ドキュメントのデータ表に実際に
表示される部分は、Managerとして割り当てられた DirectoryUserの ID番号のみです。大
きい順序値が意味を持つのは Oracle 9iFSコンテキスト内のみのため、 も役立つ情報部分
が XMLファイルにエクスポートされない場合があります。
IFS.RENDERER.InlineRendering値を使用すると、他の ClassObjectで属性として使用
される ClassObjectについて、3種類のインライン出力から選択できます。

Nameを選択すると、埋込み ClassObjectから Name属性のみがレンダリングされます。

IDを選択すると、埋込み ClassObjectから ID属性のみがレンダリングされます。

Deepはディープ・レンダリングを指します。これは、埋込み ClassObjectに対して定義され
た属性セット全体がレンダリングされることを意味します。この場合、埋込み ClassObject
の IFS.RENDERER.RenderedAttributes設定が考慮され、そこで指定された属性のみがレン
ダリングされます。
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IFS.RENDERER.InlineRenderingが明示的に設定されていない場合、デフォルト動作では埋
込み ClassObjectのNameのレンダリングが試行されます。Nameが NULLの場合、Oracle 
9iFSでは ClassObjectの IDがレンダリングされます。

ClassObjectのののの PropertyBundleでのレンダリング・オプションの設定でのレンダリング・オプションの設定でのレンダリング・オプションの設定でのレンダリング・オプションの設定
Oracle 9iFSで PropertyBundleの値を設定する場合と同様に、ClassObjectのレンダリング・
オプションを設定します。

例 10-8に、カスタム・サブクラス Shortstoryの PropertyBundleの作成に使用できる XML
ファイルを示します。このサブクラスは、親クラスの表示動作を継承するのではなく、特定
の属性が含まれており、他のクラスの要素としてレンダリングされるときにはディープ・レ
ンダリングを使用します（つまり、RenderedAttributesプロパティに指定されたすべての属
性がレンダリングされます）。

例例例例 10-8 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した ClassObjectのののの PropertyBundleでのレンダリング・オプションの設定でのレンダリング・オプションの設定でのレンダリング・オプションの設定でのレンダリング・オプションの設定

<ClassObject>
  <Update RefType="name">
   Shortstory
  </Update>
  <PropertyBundle>
    <Name> Class Property Bundle for Shortstory </Name>
    <Properties>
      <Property>
        <Name>IFS.RENDERER.RenderedAttributes</Name>
        <Value DataType="String_array">
          <ArrayElement> Title </ArrayElement>
          <ArrayElement> Author </ArrayElement>
        </Value>
      </Property>
      <Property>
        <Name>IFS.RENDERER.InheritSuperClassPolicy</Name>
        <Value DataType="Boolean">false</Value>
      </Property>
      <Property>
        <Name>IFS.RENDERER.InlineRendering</Name>
        <Value> Deep </Value>
      </Property>
    </Properties>
  </PropertyBundle>
</ClassObject> 

詳細は、「XMLファイルを使用した Oracle 9iFSの構成」を参照してください。
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特殊処理を必要とするクラスの操作特殊処理を必要とするクラスの操作特殊処理を必要とするクラスの操作特殊処理を必要とするクラスの操作
デフォルトでは、特定クラスのデータ要素は常にレンダリングされます。このような特殊
ケースは、全詳細を抑止できるようにそれぞれ独自の Booleanプロパティを持ちます。たと
えば、デフォルトでは、ACLがレンダリングされるときには、すべての Access Control 
Entry（ACE）がレンダリングされます。ただし、ACLの全詳細ではなく ACL名を表示す
るのみでよい場合は、特殊プロパティ IFS.RENDERER.ACCESSCONTROLLIST.ShowAces
を FALSEに設定できます。

これらの特殊ケースには、継承はありません。たとえば、PropertyBundleクラスをサブクラ
ス化した場合に、このプロパティを表示しないようにするには、そのプロパティをクラス
PropertyBundle内で設定する必要があります。プロパティを指定しない場合のデフォルトは
TRUEです。

表 10-5に、特殊処理を必要とするクラスのプロパティを示します。これらのプロパティはす
べてブール値で、デフォルトでは Trueに設定されます。

ファイルの内容も特殊ケースです。CONTENTOBJECT属性がプロパティ
IFS.RENDERER.RenderedAttributesの属性リストに含まれている場合は、インライン
でレンダリングされます。

表表表表 10-5 特殊処理を必要とするプロパティ特殊処理を必要とするプロパティ特殊処理を必要とするプロパティ特殊処理を必要とするプロパティ

プロパティプロパティプロパティプロパティ 説明説明説明説明

IFS.RENDERER.ACCESSCONTROLLIST.

ShowAces

Access Control Listオブジェクトの
場合に指定します。TRUEの場合は、
Access Control Entryのリスト全体が
レンダリングに含まれます。

IFS.RENDERER.PUBLICOBJECT.ShowCategories PublicObjectの場合に指定します。
TRUEの場合は、オブジェクトに割
り当てられた Categoryのリスト全体
がレンダリングに含まれます。

IFS.RENDERER.CLASSOBJECT.ShowAttributes ClassObjectの場合に指定します。
TRUEの場合は、ClassObjectの属性
リスト全体がレンダリングされます。

IFS.RENDERER.ACCESSCONTROLENTRY.

  ShowAccessLevels

Access Control Entryの場合にのみ指
定します。TRUEの場合は、各
Access Control Entryの個々のアクセ
ス・レベルがレンダリングに含まれ
ます。

IFS.RENDERER.PROPERTYBUNDLE.

  ShowProperties

TRUEの場合は、PropertyBundleの
プロパティ・リスト全体がレンダリ
ングされます。
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XMLファイルを使用したファイルを使用したファイルを使用したファイルを使用した Oracle 9iFSの構成の構成の構成の構成
ここまでは、ファイルの内容と属性の操作を重点的に説明しました。XMLを使用すると
データ要素を識別でき、IfsSimpleXmlParserではその値に基づいてドキュメントを作成して
移入できます。ファイルは Oracle9iデータベースの Oracle 9iFSスキーマに関連レコードと
して格納されます。

ただし、Oracle 9iFSでは、スキーマ自体が自己記述型です。スキーマの要素は、表のレコー
ドに SchemaObjectとして格納されます。認識されるデータ要素を持つドキュメントをアッ
プロードして PublicObjectを作成できるのと同様に、認識されるデータ要素を持つ XML文
書をアップロードして SchemaObjectを作成できます。

アップロード・プロセスは、一時的な XMLファイルをアップロードして永続的なカスタ
ム・ドキュメントを作成するという点では似ています。この場合は、SchemaObjectを記述
する一時的な XMLファイルをアップロードします。そのパラメータが解析され、
SchemaObjectが作成されます。XMLファイル自体がシステムに格納されることはありませ
ん。変更後は、XMLファイル自体のランタイム・インスタンスは破棄されます。

Oracle 9iFSのクラス階層の多くのオブジェクトは、XML構成ファイルを使用して作成でき
ます。XML構成ファイルの使用例を示し、特定のオブジェクト型を作成する場合の付加的
な考慮点について説明します。

XMLを使用したを使用したを使用したを使用した Documentクラスのサブクラスの作成クラスのサブクラスの作成クラスのサブクラスの作成クラスのサブクラスの作成
Documentクラスのサブクラスを作成するには、新規 ClassObjectを作成します。必須
フィールドは、作成する ClassObjectとそのスーパークラスの名前のみです。たとえば、
Folderクラスには、独自の属性はありません。必要な属性は、すべてスーパークラスである
PublicObjectから継承します。ただし、Folderには、Folderオブジェクトの特殊処理を行え
るように、独自のサブクラスが必要です。

ただし、サブクラス化を行うのは、主にカスタム属性を追加するためです。属性定義は、
Attributes表に ClassObject定義とは別個に格納されます。このため、サブクラスの基本定
義には影響を与えずに、ClassObject定義の属性を追加したり削除できます。Oracle 9iFSは、
ClassObjectおよび Attribute表のエントリを使用して、カスタム・サブクラスのドキュメン
トのインスタンスを格納する新規の表 ODM_<CustomSubclassName>を自動的に構成します。

例例例例 10-9 Documentクラスのサブクラスの作成クラスのサブクラスの作成クラスのサブクラスの作成クラスのサブクラスの作成

ここでは、カスタム Documentタイプ Shortstoryを作成する XMLコード全体のリストを示
し、続いて備考を示します。このファイルは、任意の名前で保存できます（.xml拡張子が付
いている場合）。このファイルを Oracle 9iFSに置くと、情報が解析され、オブジェクトが作
成され、この XMLファイルのランタイム・インスタンスがメモリーから削除されます。

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<ClassObject>

  <Name> Shortstory </Name>
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  <Superclass RefType='name'>
    Document
  </Superclass>

  <Attributes>
    
    <Attribute>
      <Name> Title </Name>
      <DataType> String </DataType>
      <DataLength> 1000 </DataLength>
    </Attribute>

    <Attribute>
      <Name> Author </Name>
      <DataType> String </DataType>
      <DataLength> 50 </DataLength>
    </Attribute>

    <Attribute>
      <Name> PubDate </Name>
      <DataType> Date </DataType>
    </Attribute>

  </Attributes>
</ClassObject>

例に関する備考例に関する備考例に関する備考例に関する備考
� カスタム・サブクラスのルート・タグは <ClassObject>です。ClassObject表には、

Oracle 9iFSのクラス階層とカスタム・サブクラス内のオブジェクトに関するスキーマ情
報が格納されます。

� ClassObject名は Shortstoryです。

� その親クラス、つまりスーパークラスは Documentです。このクラスは Documentクラ
スの属性を継承し、Documentのスーパークラス PublicObjectの属性を継承します。

� 次のタグ <Attributes>では、一度に複数の属性定義を入力できます。属性は Attributes
表に格納され、新規サブクラスの ID番号でカスタム・サブクラスにリンクされます。

� 各属性は、Nameおよび DataTypeの指定で定義されます。 初の 2つの属性は String属
性で、追加のパラメータ DataLengthが必要です。Dateフィールドは LONG INTEGER
型の値として格納されるため、長さの引数は不要です。

これは、カスタム・サブクラスの定義ファイルを示す 小限の例です。
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XML構成ファイルを使用したプロパティのまとまりの作成構成ファイルを使用したプロパティのまとまりの作成構成ファイルを使用したプロパティのまとまりの作成構成ファイルを使用したプロパティのまとまりの作成
プロパティのまとまりを定義するには、<PropertyBundle>要素タグを使用します。
<PropertyBundle>要素には、Oracle 9iFSクラス階層の PropertyBundleクラスの各属性の
要素を含めることができます。

名前 /値のペア、つまりプロパティのリストは、<Properties>要素内で指定します。
<Properties>要素は、PropertyBundle内の各 Propertyオブジェクトを定義する <Property>
要素を囲むために使用します。

各 <Property>要素には、<Name>および <Value>要素が含まれます。<Value>要素は、
Propertyオブジェクトの値（String、String_Array、PublicObject_Arrayなど）の DataType
を指定する属性 DataTypeを持ちます。<Value>要素は、Propertyクラスの属性とは直接対
応しません。<Value>要素の値は、その DataTypeに応じて Property属性の 1つに格納され
ます。

例例例例 10-10 PropertyBundleオブジェクトを定義するオブジェクトを定義するオブジェクトを定義するオブジェクトを定義する XMLファイルファイルファイルファイル

     <PropertyBundle>
         <Name>pb_test</Name>
         <CreateDate format="dd-MMM-yy">28-Oct-99</CreateDate>
         <Properties>
           <Property>
             <Name> Proptest1 </Name>
             <Value Datatype="String"> foo1 </Value>
           </Property>
           <Property> 
             <Name> Proptest2 </Name>
             <Value Datatype="Date" format="dd-MMM-yyyy">
               28-Oct-2000 
             </Value>
           </Property> 
           <Property>
             <Name> Proptest3 </Name>
             <Value Datatype="Integer_Array">
               <ArrayElement>1</ArrayElement>
               <ArrayElement>934</ArrayElement>
               <ArrayElement>123</ArrayElement>
             </Value>
           </Property>
           <Property> 
             <Name> Proptest4 </Name>
             <Value Datatype="SystemObject" Classname="Policy" 
               RefType="name">
                 SmbXmlRenderer 
             </Value>
           </Property> 
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         </Properties>
       </ PropertyBundle>

各 <Property>要素では、Action属性を使用して、PropertyBundleのプロパティを追加する
か削除するかを指定できます。Action属性の値は、Addおよび Removeです。
PropertyBundleを作成する場合、Remove属性を指定しても何も行われません。Action属
性を指定しない場合は、Addとみなされます。 

既存の Propertyを置換するには、同じ名前で別のプロパティ値を追加します。同じ
<PropertyBundle>要素に同じ Propertyを追加して削除すると、<Property>要素が宣言され
た順序に関係なく、削除指示により追加指示がオーバーライドされるため注意してくださ
い。 

例例例例 10-11 Action属性を使用する属性を使用する属性を使用する属性を使用する XMLファイルファイルファイルファイル

     <PropertyBundle>
       <Update RefType='Id'>1234</Update>
       <Properties>
         <Property action='add'>
           <Name> Proptest1 </Name>
           <Value Datatype="String"> foo1 </Value>
         </Property>
         <Property action='remove'>  
           <Name> Proptest2 </Name>
         </Property> 
       </Properties>
     </PropertyBundle>

単一の単一の単一の単一の XML構成ファイルを使用した複数オブジェクトの一括作成構成ファイルを使用した複数オブジェクトの一括作成構成ファイルを使用した複数オブジェクトの一括作成構成ファイルを使用した複数オブジェクトの一括作成
Oracle 9iFSスキーマ言語では、複数のオブジェクトを作成する XML構成ファイルの定義機
能がサポートされます。XML構成ファイルに複数のオブジェクトを含めるには、
<ObjectList>タグで要素宣言をラップする必要があります。 

複数オブジェクトを作成する場合の考慮点は、すべてのオブジェクトのコードを正しく入力
する必要があることです。XMLコードに誤りがあると、IfsSimpleXmlParserはそのオブ
ジェクトでファイルの解析を停止し、オブジェクトは何も作成されません。ただし、
ClassObjectと DirectoryUserは例外です。この 2つのオブジェクト型は明示的にコミットさ
れます。この型のオブジェクトの作成時にエラーがあった場合は、XMLファイルを変更し、
作成済みのオブジェクトの定義を削除する必要があります。
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例例例例 10-12 単一の単一の単一の単一の XMLファイルを使用した複数オブジェクトの作成ファイルを使用した複数オブジェクトの作成ファイルを使用した複数オブジェクトの作成ファイルを使用した複数オブジェクトの作成

次の XML構成ファイルは、homeフォルダに 2つの Folderオブジェクト fooおよび gooを
作成してから、Documentオブジェクト Test documentを作成して /home/gooディレクト
リに格納します。 

     <?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
     <ObjectList>
       <Folder>
         <Name> foo </Name>
         <FolderPath> /home </FolderPath>
       </Folder>
       <Folder>
         <Name> goo </Name>
         <FolderPath> /home </FolderPath>
       </Folder>
       <Document>
         <Name> Test document  </Name>
         <FolderPath> /home/goo </FolderPath>
         <Content> This is the content </Content>
       </Document>
     </ObjectList>
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カスタム・レンダラの作成カスタム・レンダラの作成カスタム・レンダラの作成カスタム・レンダラの作成

この章では、カスタム・レンダラの作成について重点的に説明します。この章の内容は、次
のとおりです。

� レンダラの概要

� レンダラ・アプリケーションの記述
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レンダラの概要レンダラの概要レンダラの概要レンダラの概要
レンダラは、リポジトリに格納されているオブジェクトを取り出して、その内容を特定の
フォーマットで出力します。レンダラによる情報出力は入力時のドキュメントと同じにでき
ますが、同じでなくてもかまいません。レンダラの用途は、次のとおりです。

� ファイルの再構成とオリジナル・フォーマットでの表示

� ファイルの再構成と異なるファイル・フォーマットでの表示

� フィルタリングによる特定のファイル・コンポーネントのみの表示

� ファイル・コンポーネントからの値の計算

オリジナル・ドキュメント内の情報が解析され、Oracle 9iFSにオブジェクトとして格納され
ると、そのオブジェクトを様々なフォーマットとレイアウトでレンダリングできます。

すべての LibraryObjectをレンダリングできます。たとえば、XMLレンダラをコールして次
を表示するアプリケーションを記述できます。

� オブジェクトがフォルダ、ACLまたは内容を含まない LibraryObjectの場合、レンダリ
ングされる出力は属性のみで構成されます。

� オブジェクトに内容が含まれている場合（つまり、Documentオブジェクトまたはその
サブクラスの場合）は、レンダリングされる出力を属性のみ、内容のみまたはその両方
で構成できます。

通常は、どのような LibraryObjectでもレンダリングできますが、カスタム・レンダラや特
定の種類のオブジェクトをレンダリングする目的で記述される傾向があります。たとえば、
IfsSimpleXmlRendererはどのような LibraryObjectでもレンダリングできますが、
PurchaseOrderレンダラがレンダリングできるのは PurchaseOrderオブジェクトのみで、処
理できないオブジェクトを表示するように要求されると例外が発生します。

Documentオブジェクトは、 も一般的にレンダリングされるオブジェクトです。 

リポジトリ・オブジェクトを作成しないレンダラリポジトリ・オブジェクトを作成しないレンダラリポジトリ・オブジェクトを作成しないレンダラリポジトリ・オブジェクトを作成しないレンダラ
レンダラからの出力は読取り専用で、永続的ではありません。レンダラは、リポジトリや
ローカルに格納されているデータ・ファイルに、Documentオブジェクトを自動的に作成す
ることはありません。アプリケーションで、レンダリングされた出力を後で使用できるよう
にする必要がある場合は、それは Documentオブジェクトを作成するか、データ・ファイル
をローカルに保存するためのレンダリング後のステップになります。 

IfsSimpleXmlRenderer
Oracle 9iFSには、本来、PublicObjectを XML文書としてレンダリングするための標準レン
ダラが組み込まれています。 詳細は、第 10章「XMLおよび Oracle Internet File System」を
参照してください。
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レンダリングの動作レンダリングの動作レンダリングの動作レンダリングの動作
Oracle 9iFSのレンダリング・フレームワークでは、開発者は次のことができます。

� レンダラ・インタフェースを実装するクラスを記述して、カスタム・レンダラを作成し
ます。

� カスタム・レンダラをリポジトリに登録します。

� LibraryObjectから継承されるメソッドを使用してレンダラをコールします。これらのメ
ソッドを使用して、デフォルト・レンダラとカスタム・レンダラをコールできます。

サーバー側操作であるレンダリングサーバー側操作であるレンダリングサーバー側操作であるレンダリングサーバー側操作であるレンダリング
Oracle 9iFSの Javaクラス階層では、各 Oracle 9iFSオブジェクトに次の 2つの表現がありま
す。

� Bean側表現。Documentなどのオブジェクト名で認識されます。

� サーバー側表現。S_Documentなど、S_で始まるオブジェクト名で認識されます。

レンダリングはサーバー側操作のため、S_クラスを使用する必要があります。

カスタム・レンダラの使用カスタム・レンダラの使用カスタム・レンダラの使用カスタム・レンダラの使用
カスタム・レンダラには、次のように様々な用途があります。

� アプリケーションに必要なフォーマットでリポジトリ・オブジェクトをレンダリングし
ます。たとえば、Windowsのアドレス帳アプリケーションでは、VCardを必要な
VCardフォーマットでレンダリングする必要があります。

� あるMIMEタイプから別のMIMEタイプにドキュメントを変換します（たとえば、イ
メージ /JPEGからイメージ /GIFに変換します）。 

� リポジトリ内の情報の計算と操作に基づいて仮想ドキュメントを作成します。

� 複数のソースからのデータを組み合せて複合ドキュメントを構成します。
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レンダラ・アプリケーションの概要レンダラ・アプリケーションの概要レンダラ・アプリケーションの概要レンダラ・アプリケーションの概要
カスタム・レンダラを開発するには、カスタム・アプリケーションからカスタム・レンダラ
への情報の流れを理解する必要があります。

レンダラ・アプリケーションの記述レンダラ・アプリケーションの記述レンダラ・アプリケーションの記述レンダラ・アプリケーションの記述
カスタム・レンダラ・アプリケーションを記述する手順は、次のとおりです。

1. レンダラ・クラスの記述

既存の Oracle 9iFSレンダラの 1つがアプリケーションのニーズと部分的に一致してい
る場合は、そのレンダラを始点としてサブクラス化します。このようなレンダラが存在
しない場合は、oracle.ifs.server.renderers.Rendererインタフェースを間接
的に実装し、カスタム・クラスを作成する必要があります。

2. レンダラの配置

レンダラを配置するには、レンダラをコンパイルして .classファイルを作成し、作成
された .classファイルを含むフォルダ・ツリーを、Oracle 9iFSがインストールされ
ているサーバーのディレクトリ $ORACLE_HOME/ifs/custom_classesに置く必要が
あります。

3. レンダラの登録

レンダラを登録し、オブジェクト・クラスを特定のレンダラに接続します。レンダラを
登録するには、Oracle 9iFS Manager、XMLスクリプトまたは Java APIを使用できま
す。

ステップステップステップステップ 領域領域領域領域 説明説明説明説明 /サンプルサンプルサンプルサンプル

1. クライア
ント

アプリケーションが、該当する renderAsXxx()メソッドをコールしてオ
ブジェクトをレンダリングするように要求します。

例 :
Document.renderAsStream(rendererType, rendererName,
 options)

2. サーバー サーバーが、rendererTypeおよび rendererName引数を使用して、
コールするレンダラを決定します。サーバーはレンダラをコールし、レ
ンダリングするオブジェクトのサーバー側表現と、クライアントから提
供されたオプションを渡します。

例 :
Renderer.renderAsStream(S_Document, options)

3. レンダラ レンダラがドキュメントの表現とオプションを受け取ります。次に、オ
ブジェクトをクライアントから要求されたフォーマットでレンダリング
するために必要なカスタム・コードを実行します。
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4. レンダラのコール

レンダラをコールするとカスタム・レンダラがコールされ、該当する場合はスタイル
シートが連結されて、結果がクライアントにレンダリングされます。

レンダラ・クラスの記述レンダラ・クラスの記述レンダラ・クラスの記述レンダラ・クラスの記述
カスタム・レンダラの作成時に、次の 2つのアプローチから選択できます。

� 既存のOracle 9iFSレンダラの 1つがアプリケーションの要件と部分的に一致している場
合は、既存のレンダラをサブクラス化できます。（既存の各 Oracle 9iFSレンダラは、
oracle.ifs.server.renderers.Rendererインタフェースを実装します。）

� 既存の Oracle 9iFSレンダラを始点として使用できない場合は、
oracle.ifs.server.renderers.Rendererインタフェースを実装し、新規のカス
タム・クラスを作成する必要があります。

レンダラ・インタフェースの実装レンダラ・インタフェースの実装レンダラ・インタフェースの実装レンダラ・インタフェースの実装
どちらのアプローチを選択した場合も、カスタム・レンダラを記述するには、Rendererイン
タフェースを間接的に実装することになります。Rendererインタフェースでは、次の 2つの
メソッドが定義されます。

� renderAsStream()

� renderAsReader()

この 2つの renderAsXxxx()メソッドを使用すると、Oracle 9iFSクライアントまたはカスタ
ム・アプリケーションでは、ドキュメントを必要なフォーマットでレンダリングできます。

各メソッドの構文と引数については後述します。 

カスタム・レンダラを記述する手順は、次のとおりです。

� コンストラクタを記述します。

� renderAsXxxx()メソッドを記述します。

コンストラクタの記述コンストラクタの記述コンストラクタの記述コンストラクタの記述
各レンダラは、レンダラ用の標準コンストラクタを実装する必要があります。 標準コンスト
ラクタは、表 11-1のようにパラメータを 1つ取ります。

表表表表 11-1 標準コンストラクタのパラメータ標準コンストラクタのパラメータ標準コンストラクタのパラメータ標準コンストラクタのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明

session S_LibrarySession 現行のユーザーの LibrarySessionのサー
バー側表現。
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例例例例 11-1 コンストラクタの記述コンストラクタの記述コンストラクタの記述コンストラクタの記述

 public AirportDynamicRenderer(S_LibrarySession session) throws IfsException
  {
    m_IfsSession = ifs;
  }

renderAsXxxx()メソッドの記述メソッドの記述メソッドの記述メソッドの記述
表 11-2に、次の 2つの renderAsXxxx()メソッドのパラメータを示します。

� renderAsStream()

� renderAsReader()

例例例例 : renderAsXxxx()メソッドの記述メソッドの記述メソッドの記述メソッドの記述
この例では、必要な内容を含む文字列を作成し、StringBufferInputStreamクラスを使用し
て、このメソッドが戻すオブジェクトである InputStreamに変換します。

この例全体の構造は、次のとおりです。

1. renderAsStream()メソッドが renderAsString()をコールします。

指定された LibraryObjectを InputStreamとして renderAsStream()メソッドがレンダリ
ングします。

2. renderAsString()メソッドが renderAirport()をコールします。

3. renderAirport()メソッドが、空港について必要な表現を含む Stringを作成します。

例例例例 11-2 renderAsStream()メソッドメソッドメソッドメソッド

public InputStream renderAsStream(S_LibraryObject lo,
                                    Hashtable options)
    throws IfsException
  {

表表表表 11-2 renderAsStreamおよびおよびおよびおよび renderAsReaderメソッドのパラメータメソッドのパラメータメソッドのパラメータメソッドのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明

lo S_LibraryObject レンダリングするオブジェクト。

options Hashtable オプション・パラメータ。NULLでもか
まいません。値を指定すると、options
パラメータにより、オプションの名前 /
値のペアのセットを通じてレンダラの動
作がさらに厳密に制御されます。通常
は、文字コードの指定に使用します。
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    InputStream in = null;
    String stream = renderAsString(lo, options);
    in = new ByteArrayInputStream(stream.getBytes());
    return in;
  }

例例例例 11-3 renderAsString()メソッドメソッドメソッドメソッド

renderAsString()メソッドは renderAirportメソッドをコールし、結果を文字列として戻し
ます。

public String renderAsString(S_LibraryObject lo,
                               Hashtable options)
    throws IfsException
  {
    String documentBody = null;
    documentBody = renderAirport(lo, options);
    return documentBody;
  }

サンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード :renderAirport()メソッドメソッドメソッドメソッド
このメソッドの動作は、次のとおりです。

1. Oracle 9iFSのデフォルトの IfsSimpleXmlRendererを使用し、Oracle 9iFSオブジェクト
を XMLとしてレンダリングします。

2. パラメータ・オプションを通じて渡された XSL（スタイルシート）を取得します。

3. ステップ 1からの XML文書の XSL変換を行います。

4. 生成された結果を戻します。

例例例例 11-4 renderAirport()メソッドメソッドメソッドメソッド

public String renderAirport(S_LibraryObject lo,
                              Hashtable options)
  {
    
    String resultOutput = "";
    String xmlDoc = "";

    DOMParser parser = new DOMParser();

    try
    {
      //Retrieve the result from the IfsSimpleXmlRenderer
      //This call is referencing the IfsSimpleXmlRenderer, as defined
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      //in the file AirportDefinitionPolicyBundle.xml.
      Reader reader = lo.renderAsReader("RenderXmlAirportDefinition",
                                        "AirportDefinitionXmlRenderer",
                                        null);
      BufferedReader r = new BufferedReader(reader);
      for (String nextLine = r.readLine(); nextLine != null; nextLine =
                                                          r.readLine())
        xmlDoc += nextLine;

      //Turn the XML String into an XML Document
      XMLDocument xml = ParseDocument(xmlDoc, parser);

      XMLDocument xsl = null;
      //Retrieves the XSL Style Sheet in a String format
      //from the Hashtable parameter (named options) passed in to the Renderer.
      String xslContent = (String)options.get("xsl");
      
      if (xslContent != null && xslContent.length() > 0 &&
                 !xslContent.toUpperCase().equals("NONE"))
      {
        try
        {
          //Turn XSL String into an XML Document
          xsl = ParseDocument(xslContent, parser);
        }
        catch (Exception e)
        {
          System.err.println("XSL : " + e.toString());
        }
      }

      if (xsl != null)
      {
        //Do the XSL Transformation.
        resultOutput = ProcessXML(xml, xsl, parser);
      }
      else
      {
        resultOutput = xmlDoc;
      }
    }
    catch (IfsException e)
    {
      resultOutput += ("<errorInRenderer type=¥"IFS¥">" + e.toString() +
                                                  "</errorInRenderer>");
    }
    catch (IOException e)
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    {
      resultOutput += ("<errorInRenderer type=¥"IO¥">" + e.toString() +
                                                 "</errorInRenderer>");
    }
    //Return the result
    return resultOutput;
  }

Javadocの参照先の参照先の参照先の参照先
レンダラの詳細は、Oracle 9iFS Javadocの表 11-3に示すクラスを参照してください。

レンダラの配置レンダラの配置レンダラの配置レンダラの配置
プロトコル・サーバーと他の標準 Oracle 9iFSコンポーネントがカスタム・レンダラにアク
セスできるように、レンダラのクラスを含むフォルダ・ツリーを Oracle 9iFSの
CLASSPATHに指定する必要があります。Oracle 9iFSには、そのための特別なディレクト
リがあります。このディレクトリは custom_classesで、Oracle 9iFSサーバー・ソフト
ウェアが使用する CLASSPATH環境変数に指定されています。

レンダラを配置する手順は、次のとおりです。

1. レンダラをコンパイルして .classファイルを作成します。

2. 生成された .classファイルを含むフォルダ・ツリーを、Oracle 9iFSがインストールさ
れているサーバーのディレクトリ $ORACLE_HOME/ifs/custom_classesに置きま
す。

表表表表 11-3 Javadocでのレンダラに関する参照先でのレンダラに関する参照先でのレンダラに関する参照先でのレンダラに関する参照先

クラスクラスクラスクラス 用途用途用途用途

oracle.ifs.server.renderers.
 Renderer

すべてのレンダラについて実装する必要のあるイン
タフェース。 2つの主要メソッド renderAsStream()
および renderAsReader()が含まれています。

oracle.ifs.server.
 renderers.XmlRenderer

カスタム XMLレンダラを作成するための基本クラ
ス。
XmlRendererは、XML Documentオブジェクトを
InputStreamまたは Readerに変換します。

S_LibraryObjectを XML Document表現に変換する
拡張 XmlRenderer。

oracle.ifs.server.renderers.
 IfsSimpleXmlRenderer

XmlRendererに基づく単純な XMLレンダラのサン
プル。 
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レンダラの登録レンダラの登録レンダラの登録レンダラの登録
レンダラを登録するプロセスでは、オブジェクトのクラスと特定のレンダラ間の接続をマッ
ピングします。この種のマッピングを格納するための基礎となるメカニズムは、
PolicyPropertyBundleオブジェクトです。 

PolicyPropertyBundleを使用したレンダラの登録を使用したレンダラの登録を使用したレンダラの登録を使用したレンダラの登録
PolicyPropertyBundleは、特定のタイプの PropertyBundleオブジェクトです。通常、
PropertyBundleは名前 /値のペアの格納に使用されます。PolicyPropertyBundleの場合、
PropertyBundleの各 Propertyには Policyが格納されます。各 Policyには、特定のプロトコ
ルに関するクラスとレンダラのマッピングが含まれます。 

Oracle 9iFSの各クラスには、PolicyPropertyBundleが対応付けられています。クラスのオブ
ジェクトがリポジトリから取り出されると、Oracle 9iFSは対応付けられている
PolicyPropertyBundleをチェックし、そのオブジェクトを要求したプロトコルに基づいて、
オブジェクトの表示に使用するレンダラを決定します。 

Oracle 9iFSには複数のプロトコル（FTP、HTTP、SMBなど）が含まれているため、プロト
コルごとに特定の Policyを登録する必要があります。つまり、HTTP、FTPおよび SMBに
ついて、Policyを 1つずつ登録します。 

Propertyを使用して Policyを格納する場合の操作は、次のとおりです。

� 初に、PropertyオブジェクトのName属性を指定します。Propertyの Name属性には、
Policyの Operation属性の値を指定する必要があります。

� 次に、Propertyオブジェクトの Value属性を指定します。Propertyの Value属性は、
Policyオブジェクトの Object IDを保持します。

各 Policyオブジェクトには、表 11-4の属性が格納されます。

注意注意注意注意 : コンパイル済みの Javaコードは、Oracle 9iFSリポジトリではなく
サーバー固有のファイル・システムにコピーする必要があります。

表表表表 11-4 Policyオブジェクトの属性オブジェクトの属性オブジェクトの属性オブジェクトの属性

属性属性属性属性 データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明 例例例例

Name STRING このカスタム・レンダラの名
前。 一意の名前を 1ワードで
空白を含めずに指定する必要
があります。

POSmbRenderer
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登録方法登録方法登録方法登録方法
レンダラを登録するプロセスでは、オブジェクト・クラスを特定のレンダラに接続します。
レンダラの登録には、表 11-5に示すどの機能でも使用できます。

Operation STRING Propertyオブジェクトの名
前。Operationでは、
PolicyBundleのハッシュ表の
キーを指定するため、ハッ
シュ表で使用されている名前
と正確に一致する必要があり
ます。

SmbRenderer

Implementation
 Name

STRING パッケージ名で始まるカスタ
ム・レンダラの完全修飾クラ
ス名。

ifs.demo.po.
  
renderer.PoRenderer

表表表表 11-5 レンダラの登録方法レンダラの登録方法レンダラの登録方法レンダラの登録方法

機能機能機能機能 メリットメリットメリットメリット /デメリットデメリットデメリットデメリット

Oracle 9iFS Manager 操作が簡単で使用しやすい方がよい場合は、Oracle 9iFS Manager
を使用します。Oracle 9iFS Managerを使用して登録できるのは、
Oracle 9iFS Manager機能と同じ Oracle 9iFSインスタンスに存在
するレンダラのみです。

XML XMLを使用するのは、スクリプトを使用してレンダラを登録す
る場合や、レンダラを別の Oracle 9iFSインスタンスに配置する
必要がある場合です。

Java Javaは次のような特殊ケースに使用します。

� クラスではなく特定のオブジェクトに使用するレンダラを登
録する必要がある場合。

� 同じオブジェクト用に複数のレンダラを指定する必要がある
場合。 たとえば、1つのドキュメントを、SMBアプリケー
ション用に 1つ、HTTPアプリケーション用に 1つ、合せて
2つのレンダラでレンダリングする場合があります。

表表表表 11-4 Policyオブジェクトの属性オブジェクトの属性オブジェクトの属性オブジェクトの属性（続き）（続き）（続き）（続き）

属性属性属性属性 データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明 例例例例
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どの機能を使用する場合も、レンダラを登録する手順は次のとおりです。

� Policyオブジェクトを作成します。

� Policyオブジェクトの属性を設定します。

� Policyオブジェクト（またはそれを含む PolicyPropertyBundle）を、特定のクラスまた
は複数のクラスに対応付けます。

Policyオブジェクトの属性の詳細は、「PolicyPropertyBundleを使用したレンダラの登録」
を参照してください。

Oracle 9iFS Managerを使用したレンダラの登録を使用したレンダラの登録を使用したレンダラの登録を使用したレンダラの登録  Oracle 9iFS Managerを使用してレンダラを登
録する手順は、次のとおりです。

1. Oracle 9iFS Managerの「Object」メニューから「Register」を選択します。

2. 「Select Object Type」ウィンドウで「Renderer Lookup」を選択します。

3. 「Renderer Lookup Registry」ウィンドウで「Add」を選択します。

4. 「Renderer Lookup Entry」ウィンドウで、属性のテキスト・ボックスに値を入力しま
す。

5. 「Class Association」リストから、このレンダラに対応付けるクラスを選択します。

6. 「OK」をクリックします。

XMLを使用したレンダラの登録を使用したレンダラの登録を使用したレンダラの登録を使用したレンダラの登録  XMLを使用してレンダラを登録するには、特定のクラス
（AirportDefinitionなど）とそれに対応付けられた PolicyPropertyBundle
（AirportDefinitionPolicyBundleなど）の間のマッピングを作成し、PolicyPropertyBundle
を更新する XMLファイルを記述します。

例例例例 11-5 XMLを使用したレンダラの登録を使用したレンダラの登録を使用したレンダラの登録を使用したレンダラの登録

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
<CLASSOBJECT>
       <update reftype= 'name'>AirportDefinition</update>
       <policybundle reftype='name' classname='PolicyPropertyBundle'>
             AirportDefinitionPolicyBundle
       </policybundle>
</CLASSOBJECT>
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通常、PolicyPropertyBundleを削除する必要はなく、それに対応付けられているポリシーの
リストを変更できます。XMLを通じて、このまとまりに対応付けられているポリシーを追
加、削除および更新できます。 

PolicyPropertyBundle（PPB）は、ポリシーのコレクションです。各ポリシー名は、Oracle 
9iFSのインスタンス間で一意である必要があります。通常、次の場合には PPBの作成時に
重複値を取得します。

� 問題の名前を持つ PPBがすでに存在する場合

� 問題の名前を持つポリシーがすでに存在する場合 

サンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード :AirportDefinitionPolicyBundle
次のサンプル・コードでは、Propertyオブジェクトのコレクションである
PolicyPropertyBundleオブジェクトを作成しています。Policyオブジェクトの属性の詳細
は、「PolicyPropertyBundleを使用したレンダラの登録」を参照してください。

例例例例 11-6 AiportDefinitionPolicyBundle

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<POLICYPROPERTYBUNDLE>
  <NAME> AirportDefinitionPolicyBundle </NAME>
  <PROPERTIES>
    <PROPERTY>
      <NAME> RenderXmlAirportDefinition </NAME>
      <VALUE Datatype='SystemObject' Classname='Policy' >
        <NAME> AirportDefinitionXmlRenderer </NAME>
        <IMPLEMENTATIONNAME>
          oracle.ifs.server.renderers.IfsSimpleXmlRenderer
        </IMPLEMENTATIONNAME>
        <OPERATION> RenderXmlAirportDefinition </OPERATION>
      </VALUE>
    </PROPERTY>
    <PROPERTY>
      <NAME> CompleteDynamicRenderer </NAME>

注意注意注意注意 :

� プロパティ名は、プロトコルに基づいて事前に定義されています。 た
とえば、SMBは SmbRendererを検索し、FTPは FtpRendererを検索
します。 

� custom_classesディレクトリに対して完全修飾（パッケージ + ク
ラス）名で指定する必要があります。
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      <VALUE Datatype='SystemObject' Classname='Policy' >
        <NAME> AirportDefinitionCompleteRenderer </NAME>
        <IMPLEMENTATIONNAME>
          ifs.sampleapps.OlivAirlines.AirportDynamicRenderer
        </IMPLEMENTATIONNAME>
        <OPERATION> CompleteDynamicRenderer </OPERATION>
      </VALUE>
    </PROPERTY>
  </PROPERTIES>
</POLICYPROPERTYBUNDLE>

レンダラのコールレンダラのコールレンダラのコールレンダラのコール
アプリケーションで Oracle 9iFSの標準レンダラとカスタム・レンダラのどちらをコールす
る場合も、プロセスは同じです。アプリケーションは、oracle.ifs.beans.LibraryObjectに定
義されている適切な renderAsXxxx()メソッドを使用して、レンダラをコールします。レン
ダラ・アプリケーションは、必要な出力のタイプに適したメソッドをコールする必要があり
ます。 

� InputStreamオブジェクト（一連のバイト）

� Readerオブジェクト（文字列）

LibraryObjectクラスから継承されるメソッドの使用クラスから継承されるメソッドの使用クラスから継承されるメソッドの使用クラスから継承されるメソッドの使用
レンダラを使用するには、レンダリングする必要のあるオブジェクトの LibraryObjectクラ
スから継承される、次のメソッドの 1つをコールします。

public java.io.InputStream renderAsStream
                     (String rendererType, 
                      String rendererName, 
                      Hashtable options)
    throws IfsException

public java.io.Reader renderAsReader
                     (String rendererType, 
                      String rendererName, 
                      Hashtable options)
    throws IfsException
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renderAsXxxx()メソッドのパラメータメソッドのパラメータメソッドのパラメータメソッドのパラメータ
表 11-6に、renderAsXxxx()メソッドのパラメータを示します。これらのパラメータは、起
動するレンダラを決定し、ターゲット・レンダラにオプションを渡すために使用されます。 

rendererType引数と rendererName引数の違いは、次のとおりです。

� rendererType引数は、Policyの Operation属性の名前を指定する String値です。    

� rendererName引数は、rendererTypeで指定されたOperationを含む PolicyのName
属性を指定する String値です。 

rendererTypeおよび rendererName引数により、使用するレンダラが決定されます。こ
の決定は、次のように行われます。

� rendererNameが NULLでない場合

� rendererTypeで指定された Operationのカスタム Policyオブジェクト
rendererNameが取得されます。このカスタム Policyオブジェクトの
ImplementationName属性には、レンダラの完全修飾クラス名が含まれます。

� rendererNameが NULLの場合

� rendererTypeで指定された Operationの、この LibraryObjectのデフォルト
Policyオブジェクトが取得されます。このデフォルト Policyオブジェクトの
ImplementationName属性には、レンダラの完全修飾クラス名が含まれます。

レンダラの選択レンダラの選択レンダラの選択レンダラの選択  renderAs()メソッドには、次の 2つの使用方法があります。

� 明示的な指定。アプリケーションで特定のレンダラを明示的に指定します。

� デフォルト選択。リポジトリによりデフォルト・レンダラが選択されます。

表表表表 11-6 renderAsXxxx()のパラメータのパラメータのパラメータのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明 例例例例

rendererType STRING Policyの Operation属性の
値。一意ではありません。

SmbRenderer

rendererName STRING Policyオブジェクトの名
前。 
一意である必要がありま
す。

VcardSmbRenderer

options Hashtable 使用する特定のレンダラご
とに値が含まれます。

レンダラ固有のオプショ
ン。この Hashtableの値
は、シリアライズ可能であ
る必要があります。
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表 11-7に、それぞれの使用方法に対応するメソッドのシグネチャを示します。

例例例例 :レンダラの明示的な選択レンダラの明示的な選択レンダラの明示的な選択レンダラの明示的な選択  特定のレンダラを選択するには、rendererName属性を指定
します。たとえば、アプリケーションでは、次の Stream入力の場合に SimpleTextRenderer
を明示的に指定できます。

renderAsStream("RenderAsText", "SimpleTextRenderer", myOptions)

options引数は、指定のレンダラに文字コードなどの追加情報を渡します。使用可能なオ
プション、その設定、各オプション /設定のペアの意味は、レンダラ固有です。次の例で、
SimpleTextRendererは myOptions Hashtableを使用して追加情報を取得します。使用可能
なオプションの詳細は、各標準レンダラの Javadocを参照してください。

例例例例 :デフォルト・レンダラの受入れデフォルト・レンダラの受入れデフォルト・レンダラの受入れデフォルト・レンダラの受入れ  Oracle 9iFSにより指定されたデフォルト・レンダラを
受け入れるには、rendererName属性を nullに置き換えます。アプリケーションでは、
この Documentオブジェクトに次の 2つのデフォルト・レンダラを使用できるものとみなし
て、リポジトリにデフォルト・レンダラを選択させることができます。

� デフォルトのテキスト・レンダラ

� デフォルトの XMLレンダラ

renderAsStream("RenderAsText", null, myOptions)
renderAsStream("RenderAsXML",null, myOptions)

表表表表 11-7 メソッドのシグネチャメソッドのシグネチャメソッドのシグネチャメソッドのシグネチャ

使用方法使用方法使用方法使用方法 メソッドのシグネチャメソッドのシグネチャメソッドのシグネチャメソッドのシグネチャ

明示的 renderAsStream (String rendererType,String rendererName,
 Hashtable options)

renderAsReader (String rendererType,String rendererName,
 Hashtable options)

デフォルト renderAsStream (String rendererType, null, 
 Hashtable options)

renderAsReader (String rendererType, null, 
 Hashtable options)
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例例例例 :サーブレットを使用したカスタム・レンダラのコールサーブレットを使用したカスタム・レンダラのコールサーブレットを使用したカスタム・レンダラのコールサーブレットを使用したカスタム・レンダラのコール
例 11-7では、カスタム・レンダラをコールし、要求側クライアントに基づいて適切な XSL
スタイルシートを渡し、結果をクライアントにレンダリングしています。

例例例例 11-7 レンダラのコールレンダラのコールレンダラのコールレンダラのコール

package ifs.sampleapps.OlivAirlines;

import javax.servlet.ServletConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.Reader;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.Hashtable;

import oracle.ifs.common.IfsException;

import oracle.ifs.beans.Document;
import oracle.ifs.beans.LibraryObject;
import oracle.ifs.beans.LibraryService;
import oracle.ifs.beans.LibrarySession;
import oracle.ifs.beans.Selector;

import oracle.ifs.search.AttributeQualification;
import oracle.ifs.search.AttributeSearchSpecification;
import oracle.ifs.search.SearchClassSpecification;
import oracle.ifs.search.SearchSortSpecification;

import oracle.ifs.beans.Search;

 
public class iFSAirportServlet extends HttpServlet
{
 
  private static final boolean DEBUG = false;
  private static final int ERRORCODE = 22000;

 /**
  * Constructs the iFSAirportServlet.
  */
  public iFSAirportServlet()
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  {
  }

 /**
  * The servlet container calls the init method exactly once
  * after instantiating the servlet. The init method must
  * complete successfully before the servlet can receive any requests.
  *
  * @param      ServletConfig config
  * @exception  An exception a servlet throws when it encounters difficulty.
  * @pub
  */

  public void init(ServletConfig config)
  throws ServletException
  {
    super.init(config);
  }

 /**
  * Called by the servlet container to allow the servlet to
  * respond to a request.
  * Calls the printContent method, which does the actual work.
  *
  * @param req  the ServletRequest object that contains the client's request.
  * @param res  the ServletResponse object that contains the servlet's respond.
  *
  * @exception  ServletException if an exception occurs that interferes with
  *                               the servlet's normal operation
  * @exception  java.io.IOException if an input or output exception occurs
  * @pub
  */
  public void service(HttpServletRequest request,
                      HttpServletResponse response)
  throws ServletException,
         IOException
  {
    // Retrieve Servlet's output stream
    PrintWriter out = new PrintWriter(response.getOutputStream());
    try
    {
      printContent(request, response, out);
    }
    catch (IfsException e)
    {
      out.println("<IfsException>" + e.toString() + "</IfsException>");
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    }
    out.close();
  }

 /**
  * Calls the custom renderer and passes in the appropriate XSL
  * style sheet to the custom renderer based on which client is
  * making a request. Outputs the rendered result to the client.
  *
  * @param request  the ServletRequest object that contains the client's request.
  * @param resonse  the ServletResponse object that contains the servlet's respond.
  * @param out  for output
  * @exception  IfsException if operation fails.
  * @exception  IOException if an input or output exception occurs.
  * @pub
  */
  private void printContent(HttpServletRequest request,
                            HttpServletResponse response,
                            PrintWriter out) throws IOException,
                                                    IfsException
  {
    // Retrieve User-Agent to know which kind of client is making the request.
    String userAgent = request.getHeader("User-Agent");

    LibraryService service = new LibraryService();

    String userName = request.getParameter("userName");
    String passWord = request.getParameter("passWord");
    String serviceName = request.getParameter("serviceName");
    LibrarySession  ifs = service.connect(userName, passWord, serviceName);
    // Finds the iFS object we are doing to render with a Selector.
    Selector mySelector = new Selector(ifs);
    // Select the Airportdefinition class based on its attribute: AIRPORTCODE.
    mySelector.setSearchClassname("AIRPORTDEFINITION");

    // The airport code is passed in as a parameter provide along with the URL.
    String code  = request.getParameter("code");
    mySelector.setSearchSelection("AIRPORTCODE = '" + code + "'");
    for (int i=0; i<mySelector.getItemCount(); i++)
    {
      LibraryObject lo = mySelector.getItems(i);
      String contentType = "";
      
      Hashtable h = new Hashtable();
      // Check if a given string ("HANDHTTP" here) matchs any substring
      // of the User-Agent parameter passed in, case insensative.
      // If it matches, the corresponding style sheet is read from iFS,
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      // and put in an Hashtable, to be passed in to the renderer.
      if (userAgent.toUpperCase().indexOf("HANDHTTP") > -1)
      {
         h.put("xsl", getStyleSheetContent(ifs, "apHTML.xsl"));
         contentType = "text/html";
      }
      else if (userAgent.toUpperCase().indexOf("MOZILLA") > -1)
      {
         h.put("xsl", getStyleSheetContent(ifs, "apHTML.xsl"));
         contentType = "text/html";
      }
      else if (userAgent.toUpperCase().indexOf("UP") > -1)
      {
         h.put("xsl", getStyleSheetContent(ifs, "apWAP.xsl"));
         contentType = "text/x-wap.wml";
      }
      else if (userAgent.toUpperCase().indexOf("NOKIA") > -1)
      {
         h.put("xsl", getStyleSheetContent(ifs, "apWAP.xsl"));
         contentType = "text/x-wap.wml";
      }
      else if (userAgent.toUpperCase().indexOf("MOTOROLA") > -1)
      {
         h.put("xsl", getStyleSheetContent(ifs, "apVox.xsl"));
         contentType = "text/html";
      }
      else
      { 
         h.put("xsl", "none");
      }

      response.setContentType(contentType);
     // Calls the custom renderer. Pass in the Hashtable
     // The custom renderer is registered in the
     // AirportDefinitionPolicyBundle.xml file.
     Reader reader = lo.renderAsReader("CompleteDynamicRenderer",                                        
"AirportDefinitionCompleteRenderer", h);
     // Reads results from the Reader, and prints to the Servlet output.
     printAirport(reader, out);
    } //end for loop
  }

 /**
 * This method seaches and gets the content of an iFS document, the XSL style
 * sheet that will be passed to the custom renderer, based on its file name.
 **/
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 private static String getStyleSheetContent(LibrarySession ifs, String xslName)
   throws IfsException
  {
    String retString = "";

    String className[] = {"DOCUMENT"};
    SearchClassSpecification scs = new SearchClassSpecification(className);
    scs.addResultClass("DOCUMENT");
    AttributeQualification aq1 = new AttributeQualification();
    aq1.setAttribute("DOCUMENT", "NAME");
    aq1.setOperatorType(AttributeQualification.LIKE);
    aq1.setValue(xslName);
    SearchSortSpecification ss = new SearchSortSpecification();
    ss.add("NAME" , SearchSortSpecification.ASCENDING);
    AttributeSearchSpecification ass = new AttributeSearchSpecification();
    ass.setSearchClassSpecification(scs);
    ass.setSearchQualification(aq1);
    ass.setSearchSortSpecification(ss);
    Search srch = new Search(ifs, ass);
    srch.open(); 
    try   
    {  while (true) 
       {
          LibraryObject lo = srch.next().getLibraryObject();
          Document d = (Document)lo;
          InputStream is = d.getContentStream();
          BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
          for (String nextLine = br.readLine(); nextLine != null; nextLine = 
br.readLine())
          {    
            retString += nextLine;
          }
          br.close();
        }  
    }    
    catch (IfsException e)
    {
      if (e.getErrorCode() == ERRORCODE)
      {    [Is this set of braces needed????]
       }
      else
      {
        throw e;
      }
    }
    catch (IOException ioe)
    {
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       System.err.println("IOException reading XSL : " + ioe.toString());
    }
    srch.close();
    return retString;
  }

 /**
  * Prints out the renderer output to the client.
  *
  * @param reader   the renderer output passed in
  * @param out      for output
  */
  public static void printAirport(Reader reader,
                                  PrintWriter out)
  throws IOException
  {
     // Dumps the reader on the output.
     BufferedReader r = new BufferedReader(reader);
     for (String nextLine = r.readLine(); nextLine != null; nextLine = r.readLine())
     {
        out.println(nextLine);
     }
   }

 
}

カスタム・レンダラからの出力カスタム・レンダラからの出力カスタム・レンダラからの出力カスタム・レンダラからの出力
サーブレットを実行する手順は、次のとおりです。

1. Webブラウザを開きます。

2. 「Location」ウィンドウに次のコマンドを入力します。

Http://machineName:portNumber/XSLRenderer?code=LAX&userName=yourUserName&passWor
d=yourPassWord&serviceName=yourServiceName

各項目の意味は次のとおりです。

machineNameは、Oracle 9iFSを実行中のサーバーの名前です。 

portNumberは、Oracle HTTP Serverを実行中のポートです。ポート番号を取得する
には、「http://machineName:9090」と入力します。 

yourUserNameは、この例で作成したユーザーです。 

yourPassWordは、このユーザーのパスワードです。 
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serviceNameは、Oracle 9iFSのサービス名です。サービス名のデフォルトは、
ServerManagerです。 

ブラウザに LAXおよび Los Angelesが表示されます。このコードは SEAまたは SFOに変更
できます。  次に例を示します。 

http://bsmith-sun:80/XSLRenderer?code=LAX&userName=gking&passWord
=ifs&serviceName=ServerManager

様々なデバイスからサーブレットへのアクセス様々なデバイスからサーブレットへのアクセス様々なデバイスからサーブレットへのアクセス様々なデバイスからサーブレットへのアクセス
前の手順で使用したコマンドを様々なデバイスに入力し、出力がどうなるかを確認してくだ
さい。 

図図図図 11-1 デスクトップのデスクトップのデスクトップのデスクトップの HTML ブラウザに表示されるブラウザに表示されるブラウザに表示されるブラウザに表示される AirportDefinition
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図図図図 11-2 携帯電話に表示される携帯電話に表示される携帯電話に表示される携帯電話に表示される AirportDefinition

図図図図 11-3 パーソナル・デジタル・アシスタントに表示されるパーソナル・デジタル・アシスタントに表示されるパーソナル・デジタル・アシスタントに表示されるパーソナル・デジタル・アシスタントに表示される AirportDefinition
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図図図図 11-4      音声シミュレータに表示される音声シミュレータに表示される音声シミュレータに表示される音声シミュレータに表示される AirportDefinition
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Webインタフェースのカスタマイズインタフェースのカスタマイズインタフェースのカスタマイズインタフェースのカスタマイズ

Oracle 9iFSでのサーブレットまたは JSPの使用方法は、Web開発での使用方法の場合とほ
とんど同様です。この章では、Oracle 9iFS Java APIをコールする拡張サーブレットおよび
JSPの例について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

� サーブレットまたは JavaServer Pages（JSP）の使用

� サーブレットを使用したカスタムWebインタフェースの作成

� JSPを使用したカスタムWebインタフェースの作成
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サーブレットまたは JavaServer Pages（JSP）の使用
サーブレットまたはサーブレットまたはサーブレットまたはサーブレットまたは JavaServer Pages（（（（JSP）の使用）の使用）の使用）の使用
Oracle Internet File System（Oracle 9iFS）は、Apache駆動の Oracle HTTP Serverに付属し
ています。ユーザーが HTMLブラウザを使用してカスタム・ドキュメント・タイプの属性
を表示し、変更できるように、カスタム・ユーザー・インタフェースを作成できます。この
方が、ユーザーに対して、XMLを使用したり別のドキュメント・タイプから情報を解析し
て既存ドキュメントを変更するように要求するよりも効率的です。

サーブレットまたは JavaServer Pagesを使用すると、カスタム情報を含むWebページを動
的に生成できます。

サーブレットの概要サーブレットの概要サーブレットの概要サーブレットの概要
サーブレットは、HTMLページを動的に作成する Javaクラスです。サーブレットを登録し、
実行時に使用する一意名を与えます。サーブレットを名前でコールし、表示して編集する
Oracle 9iFSドキュメントのパスをパラメータとして渡します。サーブレットには、アクセッ
サ・メソッドおよびミューテータ・メソッドが埋め込まれているか、または別個の
JavaBeansを使用してファイル属性を取得します（この 2つのメソッドは、getterメソッド
および setterメソッドとも呼ばれます）。サーブレットでは、Javaメソッドで計算された値
の妥当性チェック、フォーマットおよび生成ができます。サーブレットは必要なデータ要素
を生成した後に、java.io.PrintWriterオブジェクトを作成します。このオブジェクト
には、情報の表示に使用する HTMLドキュメントが書き込まれます。サーバーは、生成さ
れた HTMLページをクライアント・ブラウザに戻します。

JSPの概要の概要の概要の概要
JSPは、Javaコードが埋め込まれている HTMLページです。（JSPは実行時にコンパイルさ
れてサーブレットになるため、実際には同じことです。）

JSPでは、HTMLを拡張する特殊なタグが使用されます。タグにより、Java変数とコード・
フラグメントがカプセル化され、Javaの処理をページの生成に使用する HTMLコードと混
合できます。Javaコードを JSP自体に置くこともできますが、通常は JavaBeansを添付する
方が簡単です。

Oracle 9iFSでは、JSPをファイル拡張子に割り当てることができます。その拡張子を持つ
ファイルをユーザーが開くと、ドキュメント自体ではなく JSPがコールされます。JSPは、
ドキュメントの内容、メタデータまたはその組合せを表示できます。

サーブレットとサーブレットとサーブレットとサーブレットと JSPの選択の選択の選択の選択
サーブレットと JSPのどちらを選択するかは、個人の作業環境に大きく左右されます。

サーブレットを作成するには、Javaコードと HTMLコードの記述方法を知る必要がありま
す。JSPを作成するには、Java、HTMLおよび特殊な JSP構文の知識が必要です。

全般に、Javaデバッグ・ツールの方が、JSPに現在使用可能なデバッグ・ツールよりも洗練
されています。JSPは動的にコンパイルされるため、通常は、プログラムの問題は配置後ま
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で検出されません。一般に、デバッグに必要な時間と労力は、設計時よりも実行時の方がは
るかに大きいとみなされています。

ただし、JSPは動的にコンパイルされるため、Oracle 9iFSの実行中に配置できます。サーブ
レットの場合は、変更するたびに Oracle 9iFSサーバーを再起動する必要があります。

理論上、JSPを使用するとチームが動的Webページで共同作業を行うことができます。たと
えば、ユーザー・インタフェースの専門家は、ページのコントロールのレイアウトに専念で
き、Javaプログラマは別個にビジネス・ロジックを実装します。ただし、実際には、ページ
にビジネス・ロジックを追加すると、Java開発者がページの所有者となり、コラボレーショ
ンによる利便性が乏しくなり、通常それ以降のページ更新はプログラマが処理します。

Oracle 9iFSでは、JSPには明らかなメリットが 1つあります。それは、JSPを登録すると、
その使用は特定のファイル拡張子に自動的に対応付けられることです。サーブレットは、こ
の方法では登録できません。ただし、JSPをファイル拡張子に登録した場合は、JSP内でド
キュメントの内容を表示するための手段を用意する必要があります。ドキュメントの内容
は、Webインタフェースを使用して固有のフォーマットで表示できなくなります。

カスタム・サブクラスカスタム・サブクラスカスタム・サブクラスカスタム・サブクラス Shortstoryの作成の作成の作成の作成
Oracle 9iFS用のカスタムWebインタフェースの作成について 2つのアプローチを比較する
ために、この章の例では 初にサーブレット、次に JSPを使用して、同じ単純なアプリケー
ションを実装するプロセスを説明します。これらのサンプルWebインタフェースの実装を
テストするには、カスタム・クラス Shortstoryとサンプル・ドキュメントを作成する必要が
あります。例 12-1および例 12-2に、このカスタム・サブクラスを作成する XML構成ファ
イルと Shortstoryドキュメントのインスタンスを作成する XMLデータ・ファイルを示しま
す。Shortstoryサブクラスは、カスタム属性 TITLE、AUTHORおよび PUBDATEで
Documentクラスを拡張します。

例例例例 12-1 Shortstoryサブクラスのサブクラスのサブクラスのサブクラスの XML 構成ファイル構成ファイル構成ファイル構成ファイル

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<classobject>
  <name> SHORTSTORY </name>
  <superclass RefType='name'>
    Document
  </superclass>
  <Description>A simple document type used to store short stories 
    as plain text files, with custom attributes for AUTHOR, TITLE
    and PUBDATE (publication date).</Description>
  <attributes>
    <attribute>
      <name> TITLE </name>
      <DataType> STRING </DataType>
      <DataLength> 1000 </DataLength>
      <indexed> TRUE </indexed>
    </attribute>
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    <attribute>
      <name> AUTHOR </name>
      <DataType> STRING </DataType>
      <DataLength> 50 </DataLength>
      <indexed> TRUE </indexed>
    </attribute>
    <attribute>
      <name> PUBDATE </name>
      <DataType> DATE </DataType>
      <indexed> TRUE </indexed>
   </attribute>
  </attributes>
</classobject>

例例例例 12-2 Shortstoryサブクラスのインスタンスを作成するサブクラスのインスタンスを作成するサブクラスのインスタンスを作成するサブクラスのインスタンスを作成する XMLデータ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイルデータ・ファイル

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<SHORTSTORY>
  <NAME> sample.shortstory </NAME>
  <PUBDATE format='MMM d, yyyy'>Apr 21, 2002</PUBDATE>
  <AUTHOR>Ann Otherpoe</AUTHOR>
  <TITLE>The Visitor</TITLE>
  <CONTENT>"Welcome to my home, Lester" said Sheldon. Then he remembered Lester had 
died in a bizarre salad dressing accident. As Sheldon fainted, he heard the sinister 
sound of oil separating from vinegar.</CONTENT>
</SHORTSTORY>

サーブレットを使用したカスタムサーブレットを使用したカスタムサーブレットを使用したカスタムサーブレットを使用したカスタム Webインタフェースの作成インタフェースの作成インタフェースの作成インタフェースの作成
この項では、Shortstoryカスタム・ドキュメント・サブクラスからの属性 Title、Authorお
よび Pubdateを表示するサーブレットの作成プロセスについて説明します。この例では簡素
化のために、サーブレットはターゲット・ドキュメントへのパスを URLに埋め込むことで
コールされていますが、本番システムでは、通常はサーブレットを別個の HTMLページか
らコールします。

サーブレットのタスクの概要サーブレットのタスクの概要サーブレットのタスクの概要サーブレットのタスクの概要
Oracle 9iFSを操作するサーブレットは、次の基本タスクを実行する必要があります。

1. Oracle 9iFSに接続します。

2. 既存のドキュメントから値を取得し、それを HTMLページに埋め込んで戻します。

3. HTMLページに加えられた変更に基づいて値を設定し、変更後の値をHTMLページに
表示します。
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後述の「PropertySettingServlet.classの詳細コード」のサーブレットの例とこの項のコー
ド・フラグメントは、HttpServletクラスの 2つの標準メソッド doGet()および doPost()
を活用して前述のタスクを実行する方法を示しています。doGet()および doPost()の意
図は、サーブレットに値を渡す 2つの方法を示すことです。doGet()要求のパラメータは
URLに埋め込まれていますが、doPost()要求では非表示の変数を通じてパラメータが送
られます。このような特定の動作は、この 2つのメソッドを使用する目標ではありません。
目標は、doGet()メソッドを使用して、Oracle 9iFSに格納されているドキュメントから初期
値を取得することです。doPost()メソッドは、ドキュメントの更新と変更内容の表示に使用
されます。doGet()メソッドは、ドキュメントを 初に表示するときに使用されます。サー
ブレットが初期値を取得した後は、doPost()メソッドを使用して変更内容を格納し、表示す
るのみです。

この項のコード・フラグメントは、サーブレット・クラスでの相対位置ではなくフロー別に
編成されています。サーブレットの完全なコメント付きコードは、
「PropertySettingServlet.classの詳細コード」を参照してください。 

PropertySettingServletクラスの作成クラスの作成クラスの作成クラスの作成
サーブレットは、 初にサポート用クラスをインポートし、カスタム属性とセッション情報
（ドキュメント・パスなど）を格納するグローバル変数をインスタンス化します。 

PropertySettingServletでは、次のグローバル変数が使用されています。

private String m_path;
private String m_author = "";
private String m_title = "";
private String m_pubdate = "";
private Folder m_folder;
private PublicObject m_po;
private SimpleDateFormat m_dateFormatter = 

new SimpleDateFormat("MM-dd-yy");

この変数のうち も重要なのは m_dateFormatterで、String値と Dateオブジェクト間の
変換時に使用される日付書式が格納されます。テンプレートMM-dd-yyは、日付文字列が 2
桁の月、2桁の日および 2桁の年として入力されることを示します。詳細は、
java.text.SimpleDateFormatクラスの Javadocを参照してください。

doGet()メソッドの作成メソッドの作成メソッドの作成メソッドの作成
doGet()メソッドは、2つの引数 HttpServletRequestおよび HttpServletResponse
を取ります。HttpServletRequest引数は、クライアントからの着信パラメータをすべて
カプセル化します。HttpServletResponse引数は、元のクライアントに渡される発信パ
ラメータをすべてカプセル化します。

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException
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以降の説明では、HttpServletRequest引数を要求と呼びます。

Oracle 9iFSへの接続への接続への接続への接続  要求を通じて渡されるパラメータの 1つは、値 IfsHttpLoginです。こ
の値を使用すると、Oracle 9iFSへのログインに使用した既存のセッションに基づいて、新規
LibrarySessionをインスタンス化できます。LibrarySessionは、現行のディレクトリやユー
ザーのログイン情報など、ユーザーによる Oracle 9iFSへの現行の接続に関して役立つ情報
をカプセル化します。

IfsHttpLogin ifsLogin =
(IfsHttpLogin) request.getSession(true).getAttribute("IfsHttpLogin");

LibrarySession ifsSession = ifsLogin.getSession();

Oracle 9iFSに格納された値の取出しに格納された値の取出しに格納された値の取出しに格納された値の取出し  次の try/catchブロックは、Oracle 9iFSから選択したド
キュメントのカスタム属性にアクセスするために使用されます。現行のセッションに基づい
てルート・フォルダを検出し、フォルダ・オブジェクトとしてインスタンス化できます。要
求からは、URLで渡されたパス引数にアクセスできます。Oracle 9iFSは、ルート・フォル
ダを起点としてパスをたどり、ドキュメントを識別して PublicObjectをインスタンス化でき
ます。PublicObject（m_po）は、Oracle 9iFSに格納されている Documentのランタイム・
インスタンスです。ドキュメントのランタイム・バージョンを使用すると、アクセッサ・メ
ソッドをコールしてカスタム属性 Title、Authorおよび Pubdateを取得できます。

try
 {
  m_folder = ifsSession.getRootFolder();
  m_path = (String)request.getParameter("path");
  m_po = m_folder.findPublicObjectByPath(m_path);
  m_title = getTitleFromPO(m_po, ifsSession);
  m_author = getAuthorFromPO(m_po, ifsSession);
  m_pubdate = getPubdateFromPO(m_po, ifsSession);
 }
 catch (Exception e )
 {
   e.printStackTrace();
 }

次のコード・フラグメントは、選択したドキュメントからカスタム属性 Titleを取得するた
めのアクセッサ・メソッド（getter）です。このメソッドが Title文字列を取得するには、
PublicObjectと現行の LibrarySessionが必要です。新規の文字列変数 titleが、値を戻すため
に使用されます。現在の値は AttributeValueとしてアクセスされます。AttributeValueが存
在しない場合（av==null）、このメソッドは空の文字列を戻します。AttributeValueが存在
する場合は、title変数がその String値に設定されます。String値が NULLの場合は、title
値が空の文字列に設定されます。title変数は、空の Stringとして、または PublicObjectから
の属性を表す String値として戻されます。
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private String getTitleFromPO(PublicObject po, LibrarySession ifsSession)
  {
    String title = "";
    try
    {
      AttributeValue av = po.getAttributeByUpperCaseName("TITLE");
      title = (av == null) ? "" : av.getString(ifsSession);
      if (title == null) title = "";
    }
    catch (Exception e)
    {
      e.printStackTrace();
    }
    return title;
  }

アクセッサ・メソッド getAuthorFromPOおよび getPubdateFromPOの動作も同様です。

ページの戻りページの戻りページの戻りページの戻り  PublicObjectからの変数値を設定すると、サーブレットは HTMLページを書
き出して値を表示する準備が完了したことになります。次の行では、応答のMIMEタイプ
を HTMLに設定し、応答用の PrintWriterオブジェクトをインスタンス化しています。

    response.setContentType("text/html"); 
    PrintWriter out = new PrintWriter (response.getOutputStream());
    out.println("<html>");
    out.println("<body bgcolor=WHITE>");
    out.println("<p>");

例 12-3の 1行目からHTMLフォームが始まります。サーブレットは、このフォームに属性
を表示するコントロールを作成します。このフォームの再描画に使用されるメソッドは
POSTで、これはフォームの送信時に doPost()メソッドが使用されることを意味します。こ
のフォームのアクションは shortstoryサーブレットをコールすることで、shortstoryはサー
ブレットを Oracle HTTP Serverに登録するときに使用した名前です。

例例例例 12-3 HTML出力のフォーマット出力のフォーマット出力のフォーマット出力のフォーマット

out.println("<p>Author: <INPUT TYPE=TEXT NAME=author VALUE=¥"" +
m_author + "¥">");

out.println("<p>");
out.println("Title: <INPUT TYPE=TEXT NAME=title VALUE=¥"" + m_title +

"¥">");
out.println("<p>");
out.println("Publication Date: <INPUT TYPE= TEXT NAME=pubdate VALUE=¥""

+ m_pubdate + "¥">");
out.println("<p>");
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例 12-4の各行では、変数値を表示するコントロールを作成しています。それぞれ、編集可能
フィールドにテキスト値を表示する Text Inputコントロールです。

例例例例 12-4 Set Display変数変数変数変数

  out.println("<p>Author: <INPUT TYPE=TEXT NAME=author VALUE=¥"" + m_author + "¥">");
  out.println("<p>");
  out.println("Title: <INPUT TYPE=TEXT NAME=title VALUE=¥"" + m_title + "¥">");
  out.println("<p>");
  out.println("Publication Date: <INPUT TYPE= TEXT NAME=pubdate VALUE=¥"" + m_pubdate + "¥">");
  out.println("<p>");

ドキュメントへのパスは、例 12-5のように Hidden Inputコントロールで設定されます。非
表示フィールドには、表示されない値が格納されます。値は、フォームの送信時に要求オブ
ジェクトに組み込まれます。

例例例例 12-5 非表示フィールドを使用したドキュメントの非表示フィールドを使用したドキュメントの非表示フィールドを使用したドキュメントの非表示フィールドを使用したドキュメントの PATHの送信の送信の送信の送信

out.println("<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=path VALUE=¥"" + m_path + "¥">");
  out.println("<p>");

後のコントロールは、Submit Inputコントロールです。このコントロールは、ラベル
Saveが付いたプッシュ・ボタンとして表示されます。このボタンをクリックすると、編集済
みの値が要求の変数を通じて doPost()メソッドに送られます。

out.println("<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=¥"Save¥">");

例 12-6のコードに、フォームを完了して PrintWriterオブジェクトを閉じる方法を示しま
す。これにより、HTMLページがクライアント・ブラウザに送信され、そこでページが表示
されます。

例例例例 12-6 フォームの終わりフォームの終わりフォームの終わりフォームの終わり

// Complete the form.

 out.println("</FORM>");
 out.close();
}

doPost()メソッドの作成メソッドの作成メソッドの作成メソッドの作成
doPost()メソッドは、ユーザーが HTMLページの「Save」ボタン（Submit Inputコント
ロール）をクリックした時点でコールされます。属性値は、要求の引数を通じて渡されま
す。doPost()メソッドは、Oracle 9iFSから値を取得するかわりに、値を更新（設定）して
表示します。それ以外は、doPost()および doGet()メソッドは実質的には同じです。
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要求からの値の取得要求からの値の取得要求からの値の取得要求からの値の取得  doPost()での 初のタスクは、グローバル変数を要求経由で渡され
た値に設定することです。この場合も、サーブレットはユーザーの現行の作業セッションに
基づいて LibrarySessionを作成します。

IfsHttpLogin ifsLogin =
(IfsHttpLogin) request.getSession(true).getAttribute("IfsHttpLogin");

LibrarySession ifsSession = ifsLogin.getSession();

各属性変数は、要求を通じて渡された値に設定されます。すべての変数は、Stringとして渡
されます。Pubdateは文字列として表示できますが、Oracle 9iFSに格納するには
java.util.Dateオブジェクトに変換する必要があります。サーブレットは、doPost()メソッド
に String表現と Dateオブジェクト表現の両方を使用します。 

      m_path = request.getParameter("path");
      m_author = request.getParameter("author");
      m_title = request.getParameter("title");
      m_pubdate = request.getParameter("pubdate");
      Date pubDate = m_dateFormatter.parse(m_pubdate);

      m_folder = ifsSession.getRootFolder();
      m_po = m_folder.findPublicObjectByPath(m_path);

変更後の値の格納変更後の値の格納変更後の値の格納変更後の値の格納  次のコード・ブロックでは、変数値を PublicObjectの属性として Oracle 
9iFSに格納しています。PublicObjectが存在するかどうかをテストした後に、各変数を使用
して AttributeValueオブジェクトがインスタンス化されます。それぞれの値は、
setAttribute()メソッドを使用して Oracle 9iFSに格納されます。

   if (m_po != null)
   {
     AttributeValue m_avAuthor =
      AttributeValue.newAttributeValue(m_author);

     m_po.setAttribute("AUTHOR",m_avAuthor);

     AttributeValue m_avTitle =
      AttributeValue.newAttributeValue(m_title);

     m_po.setAttribute("TITLE",m_avTitle);

     AttributeValue m_avPubdate =
      AttributeValue.newAttributeValue(pubDate);

     m_po.setAttribute("PUBDATE",m_avPubdate);
   }
Webインタフェースのカスタマイズ 12-9



サーブレットを使用したカスタム Webインタフェースの作成
取得された変数値を持つページの戻り取得された変数値を持つページの戻り取得された変数値を持つページの戻り取得された変数値を持つページの戻り  後に、doPost()メソッドは HTMLページをクライ
アント・ブラウザに戻します。doPost()メソッドのこの部分は、doGet()メソッドと同じで
す。

 response.setContentType("text/html");
  PrintWriter out = new PrintWriter (response.getOutputStream());
  out.println("<html>");
  out.println  ("<body bgcolor=WHITE>");
   out.println("<FORM NAME=f METHOD=POST ACTION=¥"shortstory¥">");
   out.println("Author: <INPUT TYPE=TEXT NAME=¥"author¥" VALUE=¥"" + m_author + "¥">");
  out.println("<p>");
   out.println("<p>Title:<INPUT TYPE=TEXT NAME=¥"title¥" VALUE=¥"" + m_title + "¥">");
  out.println("<p>");
   out.println("<p>Pubdate:<INPUT TYPE=TEXT NAME=¥"pubdate¥" VALUE=¥"" + m_pubdate + "¥">");
  out.println("<p>");
   out.println("<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=path VALUE=¥"" + m_path + "¥">");
  out.println("<p>");
  out.println("<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=¥"Save¥">");
  out.println("</FORM>");
  out.close();
 }

サーブレットのコンパイルサーブレットのコンパイルサーブレットのコンパイルサーブレットのコンパイル
第 1章「Oracle Internet File System SDKスタート・ガイド」の「開発環境の構成」の指示
に従って操作したかどうかを確認してください。Java IDEを使用するか、コマンドラインか
ら javacを使用してサーブレットをコンパイルします。

サーブレットの配置サーブレットの配置サーブレットの配置サーブレットの配置
Oracle 9iFSサーバーとして機能しているのと同じコンピュータ上でアプリケーションを開発
できる場合は、クラスを <IFS_HOME>/custom_classesディレクトリに直接コンパイル
できます。それ以外の場合は、クラスとパッケージのフォルダ階層（oracle/ifs
/examples/documentation/webui/PropertySettingServlet.class）を、サー
バー固有のファイル・システムの <IFS_HOME>/custom_classesディレクトリにコピー
します。

サーブレットを Oracle HTTP Serverに登録するには、Oracle 9iFS用の Oracle HTTP Server
構成ファイル（ifs.properties）に 1行を追加します。

1. ファイル <ORACLE_HOME>/Apache/JServ/servlets/ifs.propertiesのディレ
クトリに移動します。 

2. テキスト・エディタで ifs.propertiesを開きます。

3. このファイルの末尾に次の 1行を追加します。構文は 
servlet.<servletname>.code=<package.class>です。<servletname>はサーブ
レットのコールに使用する一意の記述名で、<package.class>はサーブレット・クラス
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で終わるパッケージ・フルネームです。パッケージ名は、CLASSPATHのどこかで始ま
るディレクトリ階層と対応している必要があります。

servlet.shortstory.code=oracle.ifs.examples.documentation.webui.PropertySettingServlet

4. ファイルを保存します。

サーブレットの実行サーブレットの実行サーブレットの実行サーブレットの実行
サーブレットを配置後に実行する手順を次に示します。この手順は、Shortstoryカスタム・
ドキュメント・タイプを作成し、test.shortstoryドキュメントをホーム・ディレクトリ
にアップロードしていることを前提としています。

1. Oracle 9iFS Webインタフェースにログインします。 

2. ファイル test.shortstoryをクリックします。ファイルのテキストの内容が新規ブ
ラウザ・ウィンドウに表示されます。

3. ウィンドウを閉じます。

4. Oracle 9iFSのビューア・ページで、Webブラウザのナビゲーション・バーに次の URL
を入力します。

http://<iFSHost>/ifs/shortstory?path=home/<UserName>/sample.shortstory

<iFSHost>はホスト・サーバー名で、<UserName>は Oracle 9iFSユーザー名です。疑
問符（?）は、その後に続くのがコール時にサーブレットに渡されるパラメータである
ことを示します。

5. サーブレットでは、ファイルとそのカスタム属性が表示されます。属性を変更し、
「Save」ボタンをクリックして変更内容を格納できます。

Webインタフェースで「Edit」->「Properties」を選択すると、入力後に変更結果を表示で
きます。

PropertySettingServlet.classの詳細コードの詳細コードの詳細コードの詳細コード
PropertySettingServletクラスの詳細コードとコメントを次に示します。

package oracle.ifs.examples.documentation.webui;

import java.io.IOException;
// Reports exceptions to classes in java.io.*;

import java.io.PrintWriter;
// Used to write out the HTML page to be used by the client browser.

import java.text.SimpleDateFormat;
// Used to convert String values to Java Date objects, and vice-versa.
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import java.util.Date;
// Used to store values as Java Date objects.

import javax.servlet.ServletConfig;
// Stores configuration parameters passed between the server and the servlet
// when the servlet is initialized.

import javax.servlet.ServletException;
// Reports exceptions to classes in javax.servlet.*

import javax.servlet.http.HttpServlet;
// Used to instantiate HttpServlet objects.

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
// Encapsulates the parameters sent to a servlet when it is invoked.

import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
// Encapsulates the text or binary object sent in response to a servlet 
// request.

import oracle.ifs.adk.security.IfsHttpLogin;
// Utility class that provides access to the user's log-in information for
// re-use by the servlet.

import oracle.ifs.beans.Folder;
// Used to instantiate an Oracle 9iFS Folder object.

import oracle.ifs.beans.LibrarySession;
// Used to instantiate a LibrarySession object, which encapsulates useful
// information about the user's current work session.

import oracle.ifs.beans.PublicObject;
// Used to instantiate the selected Shortstory document. Shortstory is a
// subclass of Document, which is a subclass of PublicObject. Any item that
// can be stored in an Oracle 9iFS folder is a PublicObject.

import oracle.ifs.common.AttributeValue;
// Used as an interpolator to convert primitive values to values suitable 
// for storage in the Oracle 9iFS repository.

/* PropertySettingServlet
 *
 * The purpose of this servlet is to display and update the custom
 * attributes in a Shortstory file.
 *
 * This servlet demonstrates how to set values in a custom class without
 * creating supporting JavaBeans. We make the same calls, but we do it with
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 * methods in this class rather than separate beans. The methods are:
 * getAuthorFromPO(), getTitleFromPO, and getPubdateFromPO().
 *
 * In general, the JavaBeans approach is preferred, because it makes your
 * application more flexible and your code reusable. However, a JavaBean is 
 * not required, particularly in situations where the code has a very 
 * specific purpose.
 *
 * Copyright (c) 2001 Oracle Corporation. All rights reserved.
 */
 
public class PropertySettingServlet extends HttpServlet 
{

  // Initialize global variables
  private String m_path;
  private String m_author = "";
  private String m_title = "";
  private String m_pubdate = "";
  private Folder m_folder;
  private PublicObject m_po;

  // Create a SimpleDateFormat template used to convert strings with a two-
  // digit month, two-digit day, and two-digit year to a Java Date object.

  private SimpleDateFormat m_dateFormatter =
    new SimpleDateFormat("MM-dd-yy");

  // The init method is used by the HttpServer at runtime to pass 
  // configuration parameters. The configuration parameters are set
  // automatically by Oracle 9iFS.

  public void init(ServletConfig config) throws ServletException 
{
    super.init(config);
  }

  // The doGet() method access the values of an existing Shortstory 
  // document stored in Oracle 9iFS and displays the current attribute 
  // values. The parameters are the standard HttpServletRequest and 
  // HttpServletResponse objects.

  public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
    response)
    throws ServletException, IOException
  {
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    // Instantiate an IfsHttpLogin object with the user's log in 
    // information.

    IfsHttpLogin ifsLogin =
      (IfsHttpLogin) request.getSession(true).getAttribute("IfsHttpLogin");

    // Create a new LibrarySession based on the user's current session.

    LibrarySession ifsSession = ifsLogin.getSession();

    try
    {

      // Set the m_folder variable to the root folder on this Oracle 9iFS 
      // instance.
      m_folder = ifsSession.getRootFolder();

      // Set the m_path variable to the "path" parameter embedded in the 
      // URL that called the servlet.
      m_path = (String)request.getParameter("path");

      // Set the m_po variable to the PublicObject identified by the path,
      // starting from the root folder.
      m_po = m_folder.findPublicObjectByPath(m_path);

      // Set the m_author variable to the Author attribute of the 
      // PublicObject.
      m_author = getAuthorFromPO(m_po, ifsSession);

      // Set the m_title variable to the Title attribute of the 
      // PublicObject.
      m_title = getTitleFromPO(m_po, ifsSession);

      // Set the Pubdate variable to the Pubdate attribute of the 
      // PublicObject.
      m_pubdate = getPubdateFromPO(m_po, ifsSession);
    }
    catch (Exception e )
    {
      e.printStackTrace();
    }
    // Begin writing the HTML page. Start by setting the MIME type to HTML
    response.setContentType("text/html");

    // Create a new PrintWriter object that represents the output stream of 
    // the response object.
    PrintWriter out = new PrintWriter (response.getOutputStream());
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    // Begin the HTML page.
    out.println("<html>");

    // Set its background color to white.
    out.println("<body bgcolor=WHITE>");
    out.println("<P>");

    // Create a Form object on the HTML page. When submitted, call the 
    // doPost()method of the PropertySettingServlet. The servlet must be 
    // registered on the Oracle HTTP server with the name "shortstory."
    out.println("<FORM NAME=f METHOD=POST ACTION=¥"shortstory¥">");

    // Create an HTML Text Input control named 'author', and populate it 
    // with the m_author variable. Enclose the value in quotation marks
    // to allow for space characters (%20).
    out.println("<P>Author: <INPUT TYPE=TEXT NAME=author VALUE=¥"" + 
      m_author + "¥">");
    out.println("<P>");

    // Create an HTML Text Input control named 'title', and populate it 
    // with the m_title variable.
    out.println("Title: <INPUT TYPE=TEXT NAME=title VALUE=¥"" + 
      m_title + "¥">");
    out.println("<P>");

    // Create an HTML Text Input control named 'pubdate', and populate it 
    // with the m_pubdate variable.
    out.println("Publication Date: <INPUT TYPE=TEXT NAME=pubdate VALUE=¥""
      + m_pubdate + "¥">");
    out.println("<P>");

    // Store the path to the selected PublicObject so that it can be passed 
    // to the servlet when the form is submitted.
    out.println("<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=path VALUE=¥"" + m_path + "¥">");

    // Create a Submit button.
    out.println("<P><INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=¥"Save¥">");

    // Complete the form.

    out.println("</FORM>");

    // Return the page to the client browser.
    out.close();

  }
Webインタフェースのカスタマイズ 12-15



サーブレットを使用したカスタム Webインタフェースの作成
  // The doPost() method receives modified attribute values via the 
  // HTTPServletRequest and updates the selected Shortstory document.

  public void doPost(HttpServletRequest request, 
    HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException
 {
    try
    {

      // Instantiate an IfsHttpLogin object with the user's log in 
      // information.
      IfsHttpLogin ifsLogin =
        (IfsHttpLogin) request.getSession(true).getAttribute("IfsHttpLogin");

      // Create a LibrarySession based on the user's current work session.
      LibrarySession ifsSession = ifsLogin.getSession();

      // Set the global variables to the values passed in through the
      // HttpServletRequest argument.
      m_path = request.getParameter("path");
      m_author = request.getParameter("author");
      m_title = request.getParameter("title");
      m_pubdate = request.getParameter("pubdate");

      // Parse the m_pubdate String variable and create a Java Date object.
      Date pubDate = m_dateFormatter.parse(m_pubdate);

      // Get the root folder of the Oracle 9iFS instance.
      m_folder = ifsSession.getRootFolder();

      // Locate the selected PublicObject based on its path, starting at 
      // the root folder.
      m_po = m_folder.findPublicObjectByPath(m_path);

      // If the PublicObject exists...
      if (m_po != null)
      {
        // Create an AttributeValue object for the Author String.
        AttributeValue m_avAuthor = 
          AttributeValue.newAttributeValue(m_author);

        // Set the Author attribute of the PublicObject to m_avAuthor.
        m_po.setAttribute("AUTHOR",m_avAuthor);

        // Create an AttributeValue object for the Title String.
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        AttributeValue m_avTitle =
          AttributeValue.newAttributeValue(m_title);

        // Set the Title attribute of the PublicObject to m_avTitle.
        m_po.setAttribute("TITLE",m_avTitle);

        // Create an AttributeValue for the Pubdate Date object.
        AttributeValue m_avPubdate =
          AttributeValue.newAttributeValue(pubDate);

        // Set the Pubdate attribute of the PublicObject to m_avPubdate.
        m_po.setAttribute("PUBDATE",m_avPubdate);
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println("Error trapped in doPost() method.");
      e.printStackTrace();
    }

    // Create the HTML page. Start by setting the MIME type to HTML.
    response.setContentType("text/html");

    // Create a new PrintWriter object that represents the output stream of 
    // the response object.
    PrintWriter out = new PrintWriter (response.getOutputStream());

    // Begin the HTML page.
    out.println("<html>");

    // Set its background color to white.
    out.println ("<body bgcolor=WHITE>");

    // Create a Form object on the HTML page. When submitted, call the 
    // doPost()method of the PropertySettingServlet. The servlet must be 
    // registered on the Oracle HTTP server with the name "shortstory."
    out.println("<FORM NAME=f METHOD=POST ACTION=¥"shortstory¥">");

    // Create an HTML Text Input control named 'author', and populate it 
    // with the m_author variable.
    out.println("<P>Author: <INPUT TYPE=TEXT NAME=author VALUE=¥"" + 
      m_author + "¥">");
    out.println("<P>");

    // Create an HTML Text Input control named 'title', and populate it 
    // with the m_title variable.
    out.println("Title: <INPUT TYPE=TEXT NAME=title VALUE=¥"" + m_title +
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      "¥">");
    out.println("<P>");

    // Create an HTML Text Input control named 'pubdate', and populate it 
    // with the m_pubdate variable.
    out.println("Publication Date: <INPUT TYPE=TEXT NAME=pubdate VALUE=¥""
      + m_pubdate + "¥">");
    out.println("<P>");

    // Store the path to the selected PublicObject so that it can be passed 
    // to the servlet when the form is submitted.
    out.println("<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=path VALUE=¥"" + m_path + "¥">");

    // Create a Submit button.
    out.println("<P><INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=¥"Save¥">");

    // Complete the form.

    out.println("</FORM>");

    // Return the page to the client browser.
    out.close();
  }

  // getAuthorFromPO is the accessor method used to get the Author 
  // attribute from an existing Shortstory document, based on the selected 
  // PublicObject.
  private String getAuthorFromPO(PublicObject po, 
    LibrarySession ifsSession)
  {
    // Create a string that will be used to return the value.
    String author = "";
    try
    {
      // Get the Author attribute.
      AttributeValue av = po.getAttributeByUpperCaseName("AUTHOR");

      // If it is null (i.e., the attribute doesn't exist), set the author
      // variable to an empty string. If it exists, get the AttributeValue
      // as a String value.
      author = (av == null) ? "" : av.getString(ifsSession);

      // If the attribute exists, but the value is null, set the author
      // variable to an empty string.
      if (author == null) author = "";
   }
    catch (Exception e)
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    {
      e.printStackTrace();
    }

    // Return the author String variable.
    return author;

  }

  // getTitleFromPO is the accessor method used to get the Title attribute
  // from an existing Shortstory document, based on the selected 
  // PublicObject.
  private String getTitleFromPO(PublicObject po, LibrarySession ifsSession)
  {
   // Create a string that will be used to return the value.
   String title = "";
    try
    {
      // Get the Title attribute.
      AttributeValue av = po.getAttributeByUpperCaseName("TITLE");

      // If it is null (i.e., the attribute doesn't exist), set the title
      // variable to an empty string. If it exists, get the AttributeValue
      // as a String value.
      title = (av == null) ? "" : av.getString(ifsSession);

      // If the attribute exists, but the value is null, set the title
      // variable to an empty string.
      if (title == null) title = "";
    }
    catch (Exception e)
    {
      e.printStackTrace();
    }

    // Return the title String variable.
    return title;
  }

  // getPubdateFromPO is the accessor method used to get the Pubdate 
  // attribute from an existing Shortstory document, based on the selected 
  // PublicObject.
  private String getPubdateFromPO(PublicObject po, 
    LibrarySession ifsSession)
  {
    // Create a variable that will represent the pubdate as a String 
    // object.
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    String pubDateString = "";

    try
    {
      // Get the Pubdate attribute.
      AttributeValue av = po.getAttributeByUpperCaseName("PUBDATE");

      // If it is null (i.e., the attribute doesn't exist), set the pubdate
      // variable to an empty string. If it exists, get the AttributeValue
      // as a String value.
      pubDateString = (av == null) ? "" :
        m_dateFormatter.format(av.getDate(ifsSession));
    }
    catch (Exception e)
    {
      e.printStackTrace();
    }

    // Return the pubDateString variable.
    return pubDateString;
  }

  //Get Servlet information

  public String getServletInfo() 
  {
    return "PropertySettingServlet, used to set custom attributes in "
      + "files of the Document subclass SHORTSTORY.";
  }

}
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JSPを使用したカスタムを使用したカスタムを使用したカスタムを使用したカスタム Webインタフェースの作成インタフェースの作成インタフェースの作成インタフェースの作成
この項では、Shortstoryドキュメントの属性の表示と編集に使用できる、JSPとサポート用
JavaBeansの作成プロセスについて説明します。

JSPのコンポーネントのコンポーネントのコンポーネントのコンポーネント
JSPは、Javaプログラミングが埋め込まれている HTMLファイルです。JSP仕様では、Java
コードを JSPファイルの HTMLおよび Javaスクリプト・コード・セクションから分離する
ための標準タグ・セットが定義されています。

JSPは、サポート用 JavaBeansとともに動作するように設計されています。JSP構文には、
JavaBeansをインスタンス化できるように設計された特別なメソッドがあります。必ずしも
必要ではありませんが、サポート用 JavaBeansを使用すると、Javaを操作する場合に常に目
標となっている再使用可能なコードを記述できます。

JSP構文の詳細は、java.sun.comで Java開発者のWebサイトを参照してください。

開発プロセス開発プロセス開発プロセス開発プロセス
JSPを作成するアプローチの 1つは、Javaスクリプト・コントロールが正常に表示されて動
作するように、 初にフォームを HTMLページとして作成することです。次に、使用する
JavaBeansメソッドのコールを追加します。 後に、必要なコールをサポートする
JavaBeansを記述します。この方法は逆のように見えますが、通常は配信側から始め、
JavaBeansの構築に戻って作業を進める方が簡単です。

Shortstory.htm の作成の作成の作成の作成
これは、JSPの基礎となる HTMLです。この時点では何の機能もありませんが、Oracle 9iFS
からアクセスされる属性のプレースホルダを表示するコントロールを持ったフォームが描画
されます。

例例例例 12-7 Shortstory.htm

<HEAD>
  <TITLE>Shortstory Viewer</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=WHITE>
  <H1>Shortstory</H1>
  <FORM NAME="ShortstoryForm">
    <P>
    Title: <INPUT TYPE=TEXT SIZE=100 NAME="title" VALUE= "The Title">
    <P>
    Author: <INPUT TYPE=TEXT NAME="author" VALUE= "The Author">
    <P>
    Pubdate: <INPUT TYPE=TEXT NAME="pubdate" VALUE= "The Publication Date">
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    <P>
    Content:<P>
    <TEXTAREA ROWS=20 COLS=60>The whole Story.</TEXTAREA>
    <P>
    <INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Save">
  </FORM>
</BODY>
</HTML>

このファイルを保存して、HTMLブラウザで開くことができます。編集可能フィールドには
デフォルト値が表示されます。「Save」ボタンをクリックすると、このWebページが再描画
され、渡された引数がナビゲーション・バーの URLに表示されます。表示されているペー
ジは JSPではなく、引数のハンドラを記述していないため、この時点では当然パラメータは
無視されます。

Shortstory.htm からからからから Shortstory.jspへの変換への変換への変換への変換
この時点で、ページには適切なコントロールがあるため、元に戻って、Oracle 9iFSのコール
をサポートする JavaBeansに値を渡すロジックを追加できます。コメント付きのページに続
いて詳細コードのリストを示します。

例例例例 12-8 Shortstory.jspのコメント付きコードのコメント付きコードのコメント付きコードのコメント付きコード

<HTML>
<HEAD>

各行は、Javaの IMPORT文と等価の JSP構文です。JSPでは、ページで使用される Java
コールのサポートに必要なクラスを、すべて宣言する必要があります。これらの文は
ShortstoryBeanをインポートします。ShortstoryBeanは、格納された Shortstoryドキュメン
トから値を取得するための、ほとんどのアクセッサ・メソッドのサポートに使用されます。
InputStream、BufferedInputStream、Documentおよび PublicObjectの各クラスは、選択し
た Shortstoryドキュメントのメタデータではなく内容に直接アクセスするために使用されま
す。

<%@ page import="oracle.ifs.examples.documentation.webui.ShortstoryBean" %>
<%@ page import="java.io.InputStream" %>
<%@ page import="java.io.BufferedInputStream" %>
<%@ page import="oracle.ifs.beans.Document" %>
<%@ page import="oracle.ifs.beans.PublicObject" %>
Standard HTML tags complete the header and begin the HTML page.

<TITLE>
Shortstory Viewer
</TITLE>
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</HEAD>
<BODY BGCOLOR=WHITE>
<H1>Shortstory</H1>

jsp:useBeanタグは、ページ用にインポートされる Beanのインスタンス化に使用されます。
scopeは、このページの表示中にのみ Beanが使用されることを示します。「Save」をクリッ
クしてページを送信すると、現行の Beanが破棄され、新規 Beanがインスタンス化されて、
変更後の情報が表示されます。

<jsp:useBean id = "sb" scope = "page"
  class="oracle.ifs.examples.documentation.webui.ShortstoryBean">

<% [code] %>タグは、Pure Javaコードを囲みます。このタグでコードを囲むと、JSPに必
要なだけ Javaロジックを直接挿入できます。

<%

次の文は、JSPからの要求および応答パラメータを渡して、ShortstoryBean（sb）インスタ
ンスを初期化します。JSP仕様では、サポート用 JavaBeansに空のコンストラクタが必要で
す。init()メソッドは、パラメータを渡して Oracle 9iFSへの接続を作成するために使用され
ます。

sb.init(request, response);

次のコードは、ダミー・パラメータである actionにアクセスしています。このコードは、
選択したページについてフォームが初めて表示されたかどうかをテストするために使用され
ています。これが初めてのフォーム描画である場合、actionは NULLになり、フォームは
カスタム属性値の設定を試みず、リポジトリから取得します。actionに値がある場合は、
フォームが再描画され、フィールドの値がパラメータとして渡され、フォームはパラメータ
に基づいて属性を設定して表示できます。

String reaction = request.getParameter("action");
Initialize the variables as empty strings. 
 
  String the_value = "";
  String title = "";
  String author = "";
  String pubdate = "";

reactionに値がある場合は、JSPの初めての描画ではありません。

if (reaction != null && reaction.equals("redraw")) {

フィールドの値は、要求のパラメータから抽出できます。

     title = request.getParameter("title");
     author = request.getParameter("author");
     pubdate = request.getParameter("pubdate");
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渡されたパラメータに基づいて、JSPはファイル属性をその値に設定します。 

     sb.setTitle(title);
     sb.setAuthor(author);
     sb.setPubdate(pubdate);

 }

それ以外の場合、JSPの初めての描画です。

 else
 {

JSPは、Oracle 9iFSリポジトリに格納されているドキュメントから現在の値を要求します。
これらのコールはそれぞれ、サポート用 JavaBeans内に対応するアクセッサ・メソッド
（getter）を必要とします。 

     title = sb.getTitle();
     author = sb.getAuthor();
     pubdate = sb.getPubdate();

   }

JSPとサーブレット間の違いの 1つは、JSPはWebインタフェースから Shortstory型の全ド
キュメントを直接表示するように登録でき、サーバーに渡される URLにドキュメントのパ
スを埋め込む必要がないことです。この方法でページを登録する場合は、JSP自体の中でド
キュメントの内容を表示するメソッドを考慮する必要があります。この場合は、JavaBeans
からアクセッサ・メソッドをコールするのではなく、ドキュメントの内容へのアクセスに使
用するコードを JSPに組み込みます。 

    
    String theStory = "";
    InputStream is = null;
    PublicObject m_po = sb.getPo();
    try {
      Document d = (Document) m_po;
      is = d.getContentStream();

      BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(is);
      boolean eof = false;
      while (!eof)
      {
        int c = bis.read();
        if (c == -1)
        {
          eof = true;
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        }
        else
        {
          theStory += (char) c;
        }
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      e.printStackTrace();
    }
%>
これで、このフォームの Java処理は完了です。次のタスクは、Javaコードで設定した属性
を使用してフォームを描画することです。

まず、属性値の表示と変更に使用するフォームを作成します。ユーザーがフォームを送信す
ると、フォーム ACTIONでそれ自体がコールし、変更後の値を使用して再描画されます。 

<FORM NAME="ShortstoryForm" ACTION= "/shortstory.jsp">

次の各行では、INPUTコントロールをテキスト・フィールドとして作成しています。各
フィールドには、Oracle 9iFSに格納された値から設定された変数（フォームの初回描画時）、
または要求のパラメータを通じて渡されたパラメータから設定された変数（フォームの 2度
目以降の描画時）が移入されます。Javaコードで設定された変数は、JSP式のタグ（<%= 
%>）で囲まれ、その値が HTMLページに表示されます。

<P>
Title: <INPUT TYPE=TEXT SIZE=100 NAME="title" VALUE= "<%= title %>">
<P>
Author: <INPUT TYPE=TEXT NAME="author" VALUE= "<%= author %>">
<P>
Pubdate: <INPUT TYPE=TEXT NAME="pubdate" VALUE= "<%= pubdate %>">
<P>

ドキュメントの内容は、スクロール・テキスト・フィールドに表示されます。この情報は読
取り専用です。

Content (Read Only):<P>
<TEXTAREA ROWS=20 COLS=60>
<%= theStory %>
</TEXTAREA>

JSPは、ファイルへのパスを獲得して非表示フィールドに格納する必要があります。次の
コードは、JSPでドキュメントの格納場所が認識されるように、フォームが再描画されると
きにパスを JSPに渡します。

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="path" VALUE = <%= sb.getPath()%>>
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この指示により、フォームが 1回以上表示されたことがあることを示すために、ダミーのア
クション・パラメータが移入されます。以降の再描画では、カスタム属性が Oracle 9iFSリ
ポジトリ内の値ではなくフォーム上の値に基づいて更新され、表示されます。

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="action" VALUE="redraw">
A Submit button (Input control) completes the form.

<P>
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Save">
</FORM>

次のタグは、<jsp:useBean>タグの適用範囲の終わりを示します。useBeanタグ・セットで
は、その変数を使用するコード・フラグメント全体を囲む必要があります。

</jsp:useBean>

標準 HTMLタグは、JSPを完了させます。

</BODY>
</HTML>

例 12-9に、作成した JSPの詳細コードをコメントなしで示します。

例例例例 12-9 Shortstory.jspのコードのコードのコードのコード

<HTML>
<HEAD>
<%@ page import="oracle.ifs.examples.documentation.webui.ShortstoryBean" %>
<%@ page import="java.io.InputStream" %>
<%@ page import="java.io.BufferedInputStream" %>
<%@ page import="oracle.ifs.beans.Document" %>
<%@ page import="oracle.ifs.beans.PublicObject" %>
<TITLE>
Shortstory Viewer
</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=WHITE>
<H1>Shortstory</H1>
<jsp:useBean id = "sb" scope = "page"
   class="oracle.ifs.examples.documentation.webui.ShortstoryBean">
<%
   sb.init(request, response);
   String reaction = request.getParameter("action");
   String the_value = "";
   String title = "";
   String author = "";
   String pubdate = "";
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   if (reaction != null && reaction.equals("redraw")) {
     title = request.getParameter("title");
     author = request.getParameter("author");
     pubdate = request.getParameter("pubdate");
     sb.setTitle(title);
     sb.setAuthor(author);
     sb.setPubdate(pubdate);
   }
   else
   {
     title = sb.getTitle();
     author = sb.getAuthor();
     pubdate = sb.getPubdate();
   }
   String theStory = "";
   InputStream is = null;
   PublicObject m_po = sb.getPo();
   try {
     Document d = (Document) m_po;
        BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(is);
     boolean eof = false;
     while (!eof)
     {
       int c = bis.read();
       if (c == -1)
       {
         eof = true;
       }
       else
       {
         theStory += (char) c;
       }
     }
   }
   catch (Exception e)
   {
     e.printStackTrace();
   }
%>
<FORM NAME="ShortstoryForm" ACTION= "./shortstory.jsp">
<P>
Title: <INPUT TYPE=TEXT SIZE=100 NAME="title" VALUE= "<%= title %>">
<P>
Author: <INPUT TYPE=TEXT NAME="author" VALUE= "<%= author %>">
<P>
Pubdate: <INPUT TYPE=TEXT NAME="pubdate" VALUE= "<%= pubdate %>">
<P>
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Content (Read Only):<P>
<TEXTAREA ROWS=20 COLS=60>
<%= theStory %>
</TEXTAREA>
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="path" VALUE = <%= sb.getPath()%>>
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="action" VALUE="redraw">
<P>
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Save">
</FORM>
</jsp:useBean>
</BODY>
</HTML>

次のステップは、Shortstoryサブクラスのカスタム属性にアクセスして変更するサポート用
メソッドを使用して、JavaBeansを作成することです。

サポート用サポート用サポート用サポート用 JavaBeansの作成の作成の作成の作成
Shortstory.jspのサポートに使用する JavaBeansでは、次の基本タスクを実行する必要
があります。

1. Oracle 9iFSへの接続を確立します。

2. Oracle 9iFSの Shortstoryサブクラスのインスタンスから格納されている値を取得するア
クセッサ・メソッド（getter）を提供します。

3. JSPに表示される値の変更内容を格納するミューテータ・メソッド（setter）を提供しま
す。

例 12-10に、ShortstoryBean.javaの詳細コードをコメント付きで示します。

例例例例 12-10 ShortstoryBean.java

Shortstoryサブクラスに対応付けられているパッケージの Javaクラスは、
oracle.ifs.examples.documentation.webuiパッケージに格納されています。 

package oracle.ifs.examples.documentation.webui;

SimpleDateFormatは、特定の日付書式と一致するテキスト文字列を Javaの Dateオブジェ
クトに変換し、Dateオブジェクトを Javaから書式付きテキスト文字列に変換するために使
用されます。 

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

次のクラスは JSPに必須であり、重要な要求および応答オブジェクトがすべて用意されてお
り、クライアントとサーバー間での情報の送受信に使用されます。

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
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このクラスは、この JavaBeansでは使用されませんが、JavaBeansは IfsHttpLogin Interface
を拡張し、実装方法の 1つにはクラス HttpSessionBindingEventが必要です。

import javax.servlet.http.HttpSessionBindingEvent;

これは、多数の共通するファイル I/Oタスクをアクセスしやすいようにカプセル化して公開
する便利なクラスです。

import oracle.ifs.adk.filesystem.IfsFileSystem;

次の各クラスには、既存の Oracle 9iFS LibrarySessionを使用してサーバーにログインする便
利な方法を提供します。 

import oracle.ifs.adk.http.HttpUtils;
import oracle.ifs.adk.security.IfsHttpLogin;

Documentクラスは、Shortstoryサブクラスの親です。このクラスは、実行時に選択された
ドキュメントをインスタンス化し、そのドキュメントの内容にアクセスするために使用され
ます。

import oracle.ifs.beans.Document;

次のクラスは使用されませんが、IfsHttpLoginインタフェースを実装するためにコードで
オーバーライドする必要のあるメソッドの 1つに必要です。

import oracle.ifs.beans.FolderPathResolver;

次の各クラスは、クライアントからサーバーへの接続を実行時にインスタンス化するために
使用されます。

import oracle.ifs.beans.LibrarySession;
import oracle.ifs.beans.LibraryService;

PublicObjectは、Oracle 9iFSでフォルダに格納できるアイテムです。これは、実行時に選択
されたドキュメントを表すために使用されます。 

import oracle.ifs.beans.PublicObject;

AttributeValueクラスは、Javaの値とデータベースへの格納に適した値との間の変換を処理
するハンドラです。 

import oracle.ifs.common.AttributeValue;

IfsExceptionは、Oracle 9iFSエラーを獲得してレポートするために使用されます。 

import oracle.ifs.common.IfsException;
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JavaBeansは、IfsHttpLoginを実装することで Oracle 9iFSサーバーへの接続に必要なメソッ
ドを継承します。これは、サーバーへの接続方法の 1つにすぎません。

public class ShortstoryBean implements IfsHttpLogin
{

初に、次のコードは Oracle 9iFSへの接続に使用するグローバル変数を初期化します。

  private LibrarySession m_session;
  private FolderPathResolver m_resolver;
  private IfsFileSystem m_ifs;

次の行は、選択されたドキュメントへの完全修飾パスを格納するためのグローバル変数を初
期化します。 

  private String m_path;

m_poグローバル変数は、実行時に選択されたドキュメント（PublicObject）を表すために使
用されます。 

  private PublicObject m_po;
  

次の文は、Oracle 9iFSとの間でやりとりされる日付値のフォーマットに使用される
SimpleDateFormatオブジェクトを作成します。大文字Mが重要で、これは月を表し、小文
字のmは分を表すため注意してください。

private SimpleDateFormat m_dateFormatter = 
    new SimpleDateFormat("MM-dd-yy");

JavaServer Pages仕様では、引数を取らないコンストラクタが必要です。

 // constructor

  public void ShortstoryBean()
    throws IfsException
  {
  }

initメソッドは、他の場合にはコンストラクタで処理されるファンクションを実行します。
これは、Oracle 9iFSの作業セッションの作成と、選択された Documentの検索に使用され
ます。

  public void init(HttpServletRequest request, 
    HttpServletResponse response)
   {

次の行は、Oracle 9iFSのすべての Javaコードに含める必要があります。Oracle 9iFSのエ
ラー・メッセージはネストされ、特定のクラスでエラー条件が発生すると、そのクラスより
クラス階層内で上位のクラスに も役立つエラー・メッセージが発生します。冗長メッセー
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ジ機能をオンにすると、すべての例外セットがレポートされ、より意味のあるフィードバッ
クを使用してデバッグできます。

    IfsException.setVerboseMessage(true);

次のコマンドは、JSPをコールしたセッションから取り込まれたユーザーのログイン情報を
含むオブジェクトを作成します。 

 try {
      IfsHttpLogin ifsLogin =
        (IfsHttpLogin) request.getSession(true).getValue("IfsHttpLogin");

このログイン情報に基づいて、次の文がこの JSPトランザクション用の新規セッションを作
成します。

// Create an object representing the current work session.

    m_session = ifsLogin.getSession();

    m_ifs = new IfsFileSystem(m_session);

次は、JSPの要求パラメータから選択されたドキュメントへのパスを取得するためにのみ使
用される、HttpUtilsのコールです。 

    m_path = HttpUtils.getIfsPathFromJSPRedirect(request);

このパスに基づいて、次の文は選択されたドキュメントのランタイム・バージョンを表す
PublicObjectをインスタンス化します。この PublicObjectはメモリーにのみ常駐し、トラン
ザクションの存続期間中にのみ存在します。これは、ドキュメントの永続的な値にアクセス
して更新するために使用されます。この値は、Oracle 9iFSリポジトリに格納されています。

    m_po = m_ifs.findPublicObjectByPath(m_path);

    } catch (Exception e)
    {
      e.printStackTrace();
    }
  }

次のメソッドを使用すると、ユーザーの現行の LibrarySessionにアクセスできます。 

  /**
   * Return the login's session 
   *
   * @pub
   */
  public LibrarySession getSession()
  {
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    return m_session;
  }

getPath()メソッドは、ドキュメントの内容にアクセスするために JSP自体からコールされま
す。

  public String getPath()
  {
    return m_path;
  }

次の各メソッドは、IfsHttpLoginクラスを実装するために必要ですが、このアプリケーショ
ンでは使用していません。

  /**
   * Return the login's path resolver
   *
      */
  public FolderPathResolver getResolver()
  {
    return m_resolver;
  }
  
  /**
   * Return the IfsFileSystem API object
   *
   */
  public IfsFileSystem getIfsFileSystem()
  {
    return m_ifs;
  }

  /**
   * Implementation of valueBound
   *
   */
  public void valueBound(HttpSessionBindingEvent e)
  {
  }

  /**
   * Implementation of valueUnbound
   *
   */
  public void valueUnbound(HttpSessionBindingEvent e)
  {
    try
    {
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      m_session.disconnect();
    }
    catch (IfsException ie)
    {
    }
  }

次に、Shortstoryサブクラスのドキュメントのカスタム属性を取得して変更するために使用
する、アクセッサ・メソッド（getter）とミューテータ・メソッド（setter）を示します。 

getTitle()メソッドは、IfsFileSystemヘルパー・クラスに用意されている getAttribute()メ
ソッドを使用します。1回のコールで、現行の PublicObjectの Title属性を取得して文字列
に変換します。このため、 初に AttributeValueを取得してから文字列値に変更するという
中間ステップが不要になります。 

public String getTitle(){
    String title = "";
    try
    {
      title =  m_ifs.getAttribute(m_po,"Title").toString();
    } catch (Exception e)
    {
      e.printStackTrace();
    }
    return title;
  }

getAuthor()の動作は getTitle()メソッドと同じです。

  public String getAuthor(){
    String author = "";
    try
    {
      author =  m_ifs.getAttribute(m_po,"AUTHOR").toString();
    } catch (Exception e)
    {
      e.printStackTrace();
    }
    return author;
  }

pubDateは、Dateオブジェクトとして格納されます。このメソッドは、Dateオブジェクト
を JavaServer Pagesに渡す前に、文字列に変換する必要があります。JSPは、String値のみ
をパラメータとして送受信します。 
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  public String getPubdate()
  {
    Date pubDate = null;
    String pubDateString = "";

初に、AtributeValueオブジェクトを作成して PUBDATE属性を移入します。

    try
    {
      AttributeValue av = m_ifs.getAttribute(m_po,"PUBDATE");

pubDate変数には、AttributeValueから値が与えられます。

      pubDate = av.getDate(m_session);

次は、値が NULLでないことを保証するための三項引数です。値が存在する場合、前に作成
された SimpleDateFormatオブジェクトは日付値にMM-dd-yy書式を適用して文字列に変換
します。

      pubDateString = (av == null) ? "" : m_dateFormatter.format(pubDate);

    }
    catch (Exception e)
    {
      e.printStackTrace();
    }
    return pubDateString;
  }

次はミューテータ・メソッド（setter）です。この場合は、Stringを AttributeValueに変換
するメソッドに文字列変数を渡しています。AttributeValueは、PublicObjectに値を設定す
るために使用されます。

  public void setTitle(String sv) 
  {
    try 
    {
      AttributeValue sv_av = AttributeValue.newAttributeValue(sv);
      m_po.setAttribute("TITLE", sv_av);
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  public void setAuthor(String sv) {
    try 
    {
      AttributeValue sv_av = AttributeValue.newAttributeValue(sv);
      m_po.setAttribute("AUTHOR", sv_av);
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    } 
    catch (Exception e) 
    {
      e.printStackTrace();
    }
  }

ここでは、SimpleDateFormatオブジェクトは、parse()メソッドを使用して日付の String表
現を Javaの Dateオブジェクトに変換します。

  public void setPubdate(String sv) {
    try 
    {
      Date pubdate = m_dateFormatter.parse(sv);

      AttributeValue sv_av = AttributeValue.newAttributeValue(pubdate);
      m_po.setAttribute("PUBDATE", sv_av);
    }
    catch (Exception e) 
    {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

JavaServer Pagesの配置の配置の配置の配置
これで JavaServer Pages（shortstory.jsp）と JavaBeans（ShortstoryBean.java）が
作成されたため、次のステップはそれぞれを Oracle 9iFSにアップロードし、.shortstory
ファイル拡張子が付いたファイルの表示に使用されるように JSPを登録することです。

Oracle 9iFSへのへのへのへの JSPのアップロードのアップロードのアップロードのアップロード
サーブレットはサーバー固有のファイル・システムに配置されますが、JSPは Oracle 9iFS階
層内のディレクトリに配置する必要があります。そのために /ifs/jsp-binディレクトリ
が用意されています。

JSPをアップロードする手順は、次のとおりです。

1. 管理権限を持つユーザーで、必要なプロトコルを通じて Oracle 9iFSにログインします。

2. /ifs/jsp-binディレクトリに移動します。 

3. shortstory.jspを /ifs/jsp-binディレクトリにコピーします。 
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JavaBeansのアップロードのアップロードのアップロードのアップロード
サポート用 JavaBeansを、Oracle 9iFSのインスタンス用の IFS_CLASSPATHに指定されて
いる位置に配置する必要があります。

そのために、$ORACLE_HOME/9ifs/custom_classesディレクトリが用意されています。
開発環境が Oracle 9iFSインスタンスと同じマシンにある場合は、クラスをそのフォルダに
直接コンパイルできます。

Shortstory.class JavaBeansをアップロードする手順は、次のとおりです。

1. ShortstoryBean.javaをコンパイルします。

2. 必要な場合は、コンパイル後のディレクトリ構造全体
（/oracle/ifs/examples/documentation/webui/ShortstoryBean.class）
を、Oracle 9iFSインスタンス固有のファイル・システムの $ORACLE_
HOME/9ifs/custom_classesディレクトリにコピーします。

     結果的なパスは次のようになります。 

$ORACLE_HOME/9ifs/custom_classes/oracle/ifs/examples/documentation/webui/
ShortstoryBean.class

JSPの登録の登録の登録の登録
後のステップは、JSPを Oracle 9iFSに登録することです。そのためには、XML構成ファ

イルを使用する方法と、Oracle 9iFS Managerアプリケーションを使用する方法があります。

Oracle 9iFS Managerアプリケーションを使用して JSPを登録する手順は、次のとおりです。

1. Oracle 9iFS Managerアプリケーションを起動して、管理者でログインします。 

2. 「Object」->「Register...」を選択します。

3. 「Select Object Type」ダイアログ・ボックスで、「Java Server Page (JSP) Lookup...」を選
択します。

4. 「Register」をクリックします。

5. 「Java Server Page (JSP) Lookup Registry」ウィンドウで「Add」をクリックします。

6. 「Classname」ポップアップ・メニューから「Shortstory」を選択します。

7. 「Mimetype」ポップアップ・メニューから「*/*」を選択します。

8. JSPへのフルパス名を次のように入力します。

/ifs/jsp-bin/shortstory.jsp

9. 「OK」をクリックして「Java Server Page Lookup Entry」ウィンドウを閉じます。

10.「OK」をクリックして「Java Server Page (JSP) Registry」ウィンドウを閉じます。
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XML構成ファイルを使用して JSPを登録する手順は、次のとおりです。

1. 次の XML構成ファイルを作成します。

     <?xml version="1.0" standalone="yes"?>
     <!--RegisterJSP.xml-->
     <PROPERTYBUNDLE>
        <UPDATE RefType="valuedefault">JspLookup</UPDATE>
        <PROPERTIES>
           <PROPERTY ACTION="add">
              <NAME>SHORTSTORY.*/*</NAME>
              <VALUE DataType="String">/ifs/jsp-bin/shortstory.jsp</VALUE>
           </PROPERTY>
        </PROPERTIES>
     </PROPERTYBUNDLE>

2. このファイルに拡張子 .xmlを付けて保存します（推奨名は RegisterJSP.xmlです）。

3. 必要なプロトコルを通じて管理ユーザーでログインします。

4. ファイルを Oracle 9iFSディレクトリ階層の必要な位置にアップロードします。Webイ
ンタフェースを使用している場合は、「Parse File on Upload」チェックボックスをオン
にしてください。

JavaServer Pagesのテストのテストのテストのテスト
これで JSPアプリケーションが完成しました。JSPをテストするには、Webインタフェース
でサンプル・ファイル sample.shortstoryを作成したディレクトリに移動します。ファ
イルをクリックして開きます。ファイルが、プレーン・テキスト・ファイルとしてではなく
JSPに表示されます。値を変更し、変更結果を保存できます。
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カスタム・サーバーの作成カスタム・サーバーの作成カスタム・サーバーの作成カスタム・サーバーの作成

Oracle 9iFSでは、付属のプロトコル・サーバーやエージェントと同様に管理できるカスタ
ム・プロトコル・サーバーおよびエージェントを構築できます。この章では、カスタム・プ
ロトコル・サーバーおよびエージェントの作成、テストおよび配置プロセスについて説明し
ます。 

この章の内容は、次のとおりです。

� サーバーの概要

� カスタム・サーバーの作成

� カスタム・サーバーのテスト

� カスタム・サーバーの配置

� カスタム HTTPサーバー

� 例

� 詳細情報
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サーバーの概要
サーバーの概要サーバーの概要サーバーの概要サーバーの概要
Oracle 9iFS サーバーは、Oracle 9iFSアプリケーション開発 APIを使用し、Oracle 9iFSノー
ドで動作する Javaアプリケーションです。

すべての Oracle 9iFSアプリケーションがサーバーであるとはかぎりません。アプリケー
ションがサーバーとして機能するには、この章で説明するように、規定されたパターンに従
う必要があります。このパターンに従って、ノード上で実行でき、Oracle 9iFS管理ツールを
使用して監視および管理できるアプリケーションを作成します。 これには、次のようなメ
リットがあります。

� 管理者は、Oracle 9iFSに付属のサーバーに使用するのと同じツールでカスタム・サー
バーを監視し、管理できます。新しいユーザー・インタフェースについて学習する必要
はなく、一箇所から管理できます。

� サーバー管理用に独自のユーザー・インタフェースを作成する必要がなく、アプリケー
ションの開発期間が短縮されます。

� サーバーはノード上で実行され、Oracle 9iFSに付属のものなど、他のサーバーと同じ
Oracle 9iFSサービスを使用できます。このため、本番環境でのプロセス数、ノードを実
行するコンピュータのメモリー要件およびデータベース接続数が減少します。

� Oracleには、カスタム・サーバーを簡単に開発できるようにツール・セットが用意され
ており、アプリケーションの開発期間がさらに短縮されます。この章では、このような
ツールについて説明します。

ただし、すべての Oracle 9iFSアプリケーションをサーバーにする必要はありません。サー
バー・パターンに適しているとは言えないアプリケーションの例を次に示します。

� コマンドライン引数やパラメータ・ファイルで指定されたアクションを実行してから終
了する、コマンドライン・ユーティリティ。このように実行時間の短いアプリケーショ
ンをノードで実行するのは不便です。

� Java AWTまたは Swingライブラリを使用して Graphical User Interface（GUI）を表示
するアプリケーション。Oracle 9iFSノードは中間層プロセスとして動作するため、GUI
は不要です。

プロトコル・サーバーおよびエージェントプロトコル・サーバーおよびエージェントプロトコル・サーバーおよびエージェントプロトコル・サーバーおよびエージェント
サーバーをプロトコル・サーバーまたはエージェントとして分類すると便利です。

� プロトコル・サーバーは、別のプロセス（通常は別のコンピュータ）で動作するクライ
アント・アプリケーションと、相互のプロトコルに基づいて対話します。たとえば、
Oracle 9iFS FTPサーバーは、RFC 959で指定された FTPプロトコルを使用して FTPク
ライアントと対話します。代表的なプロトコル・サーバーは、TCP/IPサーバー・ソ
ケットをオープンし、クライアントからの接続を受け入れ、クライアント要求に対する
応答時にプロトコルで定義された操作を実行します。
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� エージェントは無人で実行され、規定のなんらかの操作を定期的に、またはどこかで発
生したイベントに応答して実行します。たとえば、Oracle 9iFS Garbage Collection 
Agentは事前定義済みの間隔で起動し、Oracle 9iFSリポジトリに対して一連のクリーン
アップ・タスクを実行します。Oracle 9iFS Quota Agentは定期的に、およびイベントへ
の応答時に操作を実行します。ユーザーが Oracle 9iFSで内容を作成、変更または削除
すると生成されるイベントに応答して、各ユーザーが使用した記憶領域の見積りを更新
します。 このような見積りを常に正確に行うために、ユーザーの実際の記憶領域を定期
的に再計算します。

プロトコル・サーバーおよびエージェントは異なる機能を持っていますが、カスタム・プロ
トコル・サーバーおよびカスタム・エージェントの作成プロセスはほぼ同じです。この章で
は、それぞれの例を挙げて説明します。

サーバーの状態サーバーの状態サーバーの状態サーバーの状態
Oracle 9iFSサーバーはシンプル・ステート・マシンです。サーバーの状態は常に次の 6つの
いずれかです。

� 停止停止停止停止。サーバーがノードにロードされていますが、現在は実行されていません。これは
サーバーの初期状態です。停止状態のサーバーは、何も操作を実行しません。 たとえば、
停止状態のプロトコル・サーバーは、クライアント接続を持ちません。

� 起動中起動中起動中起動中。サーバーは実行開始を要求されましたが、まだ実行中にはなっていません。

� 実行中実行中実行中実行中。サーバーは実行中です。これがサーバーの通常の操作状態です。 たとえば、実
行中のプロトコル・サーバーは、既存のクライアント接続をサービスして新規接続を受
け入れます。

� 一時停止一時停止一時停止一時停止。サーバーは実行中でしたが一時停止されています。一時停止中のサーバーの
動作は、サーバー定義です。一般に、一時停止中のサーバーは、すべての通常操作の実
行を停止するか、通常操作のサブセットのみを実行します。 たとえば、一時停止中のプ
ロトコル・サーバーは、既存のクライアント接続を引き続きサービスできますが、新規
接続は受け入れません。

� 停止中停止中停止中停止中。サーバーは実行停止を要求されましたが、まだ完全には停止していません。

� 破棄破棄破棄破棄。サーバーはノードからアンロードされています。 これはサーバーの終了状態です。

図 13-1「サーバーの状態遷移」に、可能な状態遷移を示します。破線はエラー条件を示して
います。

図図図図 13-1 サーバーの状態遷移サーバーの状態遷移サーバーの状態遷移サーバーの状態遷移
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サーバー管理サーバー管理サーバー管理サーバー管理
サーバーには、oracle.ifs.management.domain.ServerInterface インタフェース
が実装されます。このインタフェースは、6つの可能なサーバー状態を列挙し、Oracle 9iFS
ノードでサーバーの管理に使用するメソッドのセットを宣言します。この種の
ServerInterfaceメソッドのいくつかは、サーバーの状態遷移を要求します。

� start()。サーバーに対して起動を要求し、サーバーの状態を停止から起動中に変更
し、起動中から実行中に変更するように要求します。

� stop()。サーバーに対して停止を要求し、サーバーの状態を実行中または一時停止か
ら停止中に変更し、停止中から停止に変更します。

� suspend()。サーバーに対して操作の一時停止を要求し、サーバーの状態を実行中か
ら一時停止に変更します。

� resume()。サーバーに対して操作の再開を要求し、サーバーの状態を一時停止から実
行中に変更します。

� dispose()。サーバーに対してそれ自体をノードからアンロードするように要求し、
サーバーの状態を停止から破棄に変更します。

カスタム・サーバーの作成カスタム・サーバーの作成カスタム・サーバーの作成カスタム・サーバーの作成
この項では、カスタム・プロトコル・サーバーまたはエージェントの作成方法について説明
します。 初にサーバー用の新規 Javaクラスを作成する方法を説明してから、プロトコル・
サーバーおよびエージェントに通常必要な機能を提供する方法を説明します。

サーバー・クラスの作成サーバー・クラスの作成サーバー・クラスの作成サーバー・クラスの作成
Oracle 9iFSサーバーは、管理 ServerInterfaceを実装する
oracle.ifs.management.domain.Serverのサブクラスです。新規サーバーを作成する
には、Serverの具体的なサブクラスを記述できます。ただし、より簡単なアプローチは、
それ自体が Serverのサブクラスである oracle.ifs.management.domain.IfsServer
をサブクラス化することです。 IfsServerには、Serverにより宣言される多数の抽象メ
ソッドのデフォルト実装が用意されており、記述する必要のあるコードの量が減少します。

これ以降は、新規プロトコル・サーバーまたはエージェントを作成するために IfsServer
をサブクラス化するものと想定します。Serverの詳細は、そのクラスの Javadocを参照し
てください。

例例例例 13-1 FingerServer

FingerServerは、Finger形式のプロトコル（RFC 1288に類似）を提供する単純なプロトコ
ル・サーバーです。そのソース・コードは、カスタム・プロトコル・サーバーの構築方法を
示す例として Oracle 9iFSとともに配布されます。
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FingerServerのメイン・クラス oracle.ifs.examples.servers.FingerServerは、
IfsServerを拡張します。

public class FingerServer
    extends IfsServer

サーバーは、IfsExceptionの発生を宣言する、引数を取らないコンストラクタを提供す
る必要があります。

public FingerServer()
    throws IfsException

通常、サーバーのコンストラクタが実行する操作はごくわずかです。コンストラクタが正常
に終了した場合、サーバーは起動していないか、または完全に初期化されていません。

サーバーおよびスレッド・セーフティサーバーおよびスレッド・セーフティサーバーおよびスレッド・セーフティサーバーおよびスレッド・セーフティ
プロトコル・サーバーおよびエージェントには、通常は複数の同時スレッドがあります。た
とえば、プロトコル・サーバーは次のスレッドを持つ場合があります。

� 新規クライアント接続の待機および作成。 たとえば、スレッドは
java.net.ServerSocketの accept()メソッドでブロックすることがあります。

� 既存接続のサービス。たとえば、スレッドはソケットの入力ストリームでクライアント
の要求を待機し、その要求を処理し、ソケットの出力ストリームで応答を送信し、クラ
イアントからの次の要求を待機することがあります。

� サーバーの状態の監視および管理。

エージェントは次のスレッドを持つ場合があります。

� 定期的なタスクの実行。

� エージェントに重要なイベントの受信。

� エージェントの状態の監視および管理。

このようなスレッドに加えて、サーバーは、start()および stop()など、Oracle 9iFS管
理ツールが非同期で行う ServerInterfaceメソッドのコールに応答する必要があります。

サーバーの操作の実行中に、そのスレッドが Oracle 9iFSセッションまたはサーバーが保持
する他の状態を共同で操作できます。 サーバーが正常に動作するには、これがスレッド・
セーフな方法で行われる必要があります。

IfsServerには、スレッド・セーフ・サーバーの開発作業を簡素化するツールが用意され
ています。このため、複数のスレッドで動作する timerおよび ServerInterfaceメソッ
ドは、サーバー別の要求キューに要求をエンキューできます。同様に、着信イベントもサー
バー別のイベント・キューにエンキューできます。このような要求とイベントは、後でサー
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バーの単一の管理スレッドでデキューして処理できます。 このような要求とイベントを単一
スレッドに委譲することで、処理のレース条件が防止されます。

サーバーのライフサイクルサーバーのライフサイクルサーバーのライフサイクルサーバーのライフサイクル
サーバーのライフサイクル中に、ノードにより次の 5つのメソッドがコールされます。

� initialize()

� preRun()

� run()

� postRun()

� dispose()

図 13-2「サーバーのライフサイクル」に、ノードがこの 5つのライフサイクル・メソッドを
コールする順序と、各メソッドとサーバーの状態の関係を示します。

図図図図 13-2 サーバーのライフサイクルサーバーのライフサイクルサーバーのライフサイクルサーバーのライフサイクル

プロトコル・サーバーまたはエージェントでは、この 5つのメソッドを実装して処理を実行
できます。run()メソッドは必ず実装する必要があります。 他の 4つのメソッドのデフォル
ト実装は、IfsServerにより提供されます。

initialize()メソッドは、ノードへのロード時にサーバーが構成された直後に、1度のみ
コールされます。サーバーが起動するたびに preRun()がコールされ、サーバー固有の初期
化を実行します。preRun()が正常に終了すると、run()がコールされてサーバーの操作を
実行します。run()メソッドは、サーバーが停止を要求されるか、停止せずにはリカバリで
きないエラーが発生するまで続行されます。run()が終了すると、postRun()がコールさ
れてクリーンアップを実行します。postRun()が正常に終了すると、サーバーが停止しま
す。サーバーは、再起動するかノードからアンロードされるまで、停止状態になっています
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（再起動時には、初回と同様に preRun()、run()および postRun()が順番にコールされ
ます）。 サーバーがノードからアンロードされると、dispose()がコールされて 終的なク
リーンアップを実行します。

IfsServerサブクラスの場合、run()はサーバーの管理スレッドを実行し、他のスレッド
でキューに入れられた要求とイベントを処理する必要があります。そのためには、例 13-2
「管理スレッドでの runメソッドの実装」のように run()を実装します。

例例例例 13-2 管理スレッドでの管理スレッドでの管理スレッドでの管理スレッドでの runメソッドの実装メソッドの実装メソッドの実装メソッドの実装

public void run()
{
    //
    // The run method should return when stopRequested returns
    // true, or when an exception is thrown from which the 
    // IfsServer cannot recover.  This code is boilerplate.
    //
    
    while (!stopRequested())
    {
        try
        {
            handleRequests();
            processEvents();
            waitServer();
        }
        catch (Throwable t)
        {
            //
            // The run method is not allowed to throw an unchecked
            // exception, so if something goes wrong, just log it.
            // Notice that we catch Throwable, not Exception, so
            // that if an Error occurs, it gets logged.
            //
            
            log(LEVEL_LOW, t);
        }
    }
}

FingerServerの run()メソッドは、このテンプレートと同じです。
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サーバーのサーバーのサーバーのサーバーの実行実行実行実行環境環境環境環境
ノードは、サーバーのロード時にサーバーに次の情報を提供します。

� サーバー名

� サーバー構成パラメータ

� サーバーの操作対象となるサービスの名前

IfsServerには、サーバーがこの情報や他の情報にアクセスできるように、次のメソッド
が用意されています。

� getName()はサーバー名を戻します。

� getParameterTable()は、サーバー構成パラメータを構成する名前 /値のペアを戻
します。

� getServiceName()はサーバーの操作対象となるサービスの名前を戻し、
getService()は LibraryService自体を戻します。

� getStatus()は、サーバーの状態を表す整数値を戻します。状態値は、
ServerInterfaceに定数で列挙されます。静的 toStatusLabelメソッドは、整数の
状態値をローカライズされた文字列に変換します。

� logメソッドでは、文字列と Throwableをノードのログ・ファイルに記録できます。
これらのメソッドは、メッセージのログ・レベルを指定する整数の引数を取ります。有
効なログ・レベルは、Serverに定数で列挙されます。 ノードのログ・レベルがメッ
セージのログ・レベルより低い場合、メッセージはログに記録されません。

セッション管理セッション管理セッション管理セッション管理
サーバーでは、通常の方法で Oracle 9iFSセッションを作成して使用できます。ただし、
サーバーにより独自のサービスが起動されることはありません。かわりに、getService()
および getServiceName()メソッドで指定されたサービスを使用する必要があります。 適
切に構成されたノードでは、このサービスがサーバーのロード前に起動します。例 13-3に、
このサービスに対するセッションの作成方法を示します。

例例例例 13-3 既存のサービスに対するセッションの作成既存のサービスに対するセッションの作成既存のサービスに対するセッションの作成既存のサービスに対するセッションの作成

LibraryService service = getService();

CleartextCredential credential =
    new CleartextCredential(username, password);

// The application name is displayed in Oracle 9iFS Manager.
// Setting it is optional, but allows administrators to see
// which servers created which sessions.
String serverName = getName();
ConnectOptions options = new ConnectOptions();
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options.setApplicationName(serverName);

LibrarySession session = service.connect(credential, options);

サーバーは、停止時に、作成したセッションがすべて切断されたことを保証する必要があり
ます。

システム・セッションシステム・セッションシステム・セッションシステム・セッション
サーバーは、通常、システム・セッションを使用して特定の操作を実行します。システム・
セッションは、サーバーが起動時に、ユーザーによる介入が行われる前に作成するセッショ
ンです。 IfsServerには、デフォルト・セッションと呼ばれる単一のシステム・セッショ
ンを作成して管理するためのメソッドが用意されています。

� connectSession()は、サーバーのデフォルト・セッションを作成して戻します。 
サーバーに（このメソッドが以前にコールされているために）すでにデフォルト・セッ
ションがある場合は、そのセッションが戻されます。

� disconnectSession()は、サーバーのデフォルト・セッションを切断します。

� getSession() はサーバーのデフォルト・セッションを戻し、デフォルト・セッショ
ンがない場合は NULLを戻します。

� checkSession()はサーバーのデフォルト・セッションを戻し、追加のチェックを実
行して、セッションが引き続き接続状態で有効であるかどうかを確認します。 

� デフォルト・セッションの作成時に、IfsServerは次の 5つのサーバー構成パラメータ
を使用します。

� IFS.SERVER.SESSION.User。username。これは必須です。

� IFS.SERVER.SESSION.ApplicationName。ConnectOptionsアプリケーショ
ン名。オプションです。デフォルトでサーバー名に設定されます。

� IFS.SERVER.SESSION.LOCALE.Language。ConnectOptionsのロケール言
語。オプションです。

� IFS.SERVER.SESSION.LOCALE.Country。ConnectOptionsのロケールの国。
オプションです。

� IFS.SERVER.SESSION.LOCALE.Variant。ConnectOptionsのロケール可変。
オプションです。

ゲスト・セッションゲスト・セッションゲスト・セッションゲスト・セッション
プロトコル・サーバーでは、通常、ユーザー認証を必要としない無名アクセス、つまりゲス
ト・アクセスが許可されます。IfsServerでは、サーバーはパスワードなしのゲスト・
セッションを作成できます。 そのためには、getCredential(String)メソッドを使用し
て資格証明を取得します。例 13-4に、このテクニックを示します。
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例例例例 13-4 ユーザー名ユーザー名ユーザー名ユーザー名 Guest用のセッションの作成用のセッションの作成用のセッションの作成用のセッションの作成

LibraryService service = getService();
Credential credential = getCredential("guest");

// The application name is displayed in Oracle 9iFS Manager.
// Setting it is optional, but allows administrators to see
// which servers created which sessions.
String serverName = getName();
ConnectOptions options = new ConnectOptions();
options.setApplicationName(serverName);

LibrarySession session = service.connect(credential, options);

指定された Oracle 9iFSユーザー用の有効な資格証明を作成できるため、サーバーでは
getCredential(String)メソッドを慎重に使用する必要があります。

要求の処理要求の処理要求の処理要求の処理

サーバーの起動と停止サーバーの起動と停止サーバーの起動と停止サーバーの起動と停止
サーバーの起動時には、ノードにより preRun()メソッドがコールされます。このメソッド
をオーバーライドして、サーバーに適した初期化を実行できます。たとえば、このメソッド
はシステム・セッションを作成し、プロトコル・サーバーのサーバー・ソケットをオープン
できます。   preRun()が例外を発生させずに正常に終了すると、run()が自動的にコール
され、サーバーに対して通常の操作を実行するように指示します。

run()メソッドは、サーバーが停止を要求されるか、リカバリできないエラーが発生するま
で続行する必要があります。 前述の「サーバーのライフサイクル」にコードを示した標準的
な run()ループは、stopRequested()をコールしてサーバーの停止が必要かどうかを
チェックします。

サーバーが停止を要求されると、handleStopRequest()がコールされます。デフォルト
では、このメソッドは単に後続の stopRequested()のコールで TRUEを戻させます。
handleStopRequest()をオーバーライドすると、停止要求を条件付きで禁止できます。

run()が終了すると、正常に終了したか例外が発生したかに関係なく、postRun()がコー
ルされます。また、preRun() で例外が発生した場合も、postRun() メソッドがコール
されます。この postRun()メソッドをオーバーライドし、クリーンアップ・アクティビ
ティを実行できます。たとえば、このメソッドはサーバーにより作成されたセッションを切
断し、オープンされたソケットをクローズし、起動されたスレッドを停止する必要がありま
す。postRun() が正常に終了すると、サーバーは完全に停止し、実行時に取得したシステ
ム・リソースを解放する必要があります。
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サーバーの一時停止と再開サーバーの一時停止と再開サーバーの一時停止と再開サーバーの一時停止と再開
サーバーは、オプションで一時停止 /再開機能をサポートできます。メソッド
supportsSuspendResume()は、サーバーを一時停止できるかどうかを示します。このメ
ソッドはデフォルトで FALSEを戻します。 このメソッドをオーバーライドして、一時停止 /
再開機能を有効化できます。

例例例例 13-5 オーバーライドを使用した一時停止オーバーライドを使用した一時停止オーバーライドを使用した一時停止オーバーライドを使用した一時停止 /再開の有効化再開の有効化再開の有効化再開の有効化

public boolean supportsSuspendResume()
    throws IfsException
{
    //
    // We call super, since it performs some error checking on
    // our behalf, such as making sure this IfsServer has not
    // been disposed.
    //
    
    super.supportsSuspendResume();

    return true;
}

管理者がサーバーを一時停止または再開すると、handleSuspendRequest() および
handleResumeRequest()がコールされます。一時停止中のサーバーの動作は、サーバー
定義です。この 2つのメソッドをオーバーライドすると、サーバーに適した動作を実装でき
ます。

サーバーの破棄サーバーの破棄サーバーの破棄サーバーの破棄
サーバーがそれ自体のアンロードをノードから要求されると、dispose()メソッドがコー
ルされます。このメソッドをオーバーライドすると、 終的なクリーンアップ・タスクを実
行したり、破棄要求を禁止できます。 廃棄要求を禁止する場合を除き、必ず
super.dispose()をコールしてください。
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タイマーの使用タイマーの使用タイマーの使用タイマーの使用
IfsServerには、サーバーが定期的操作のトリガーに使用できるようにタイマーが用意さ
れています。 タイマーの動作は、次の 3つのサーバー構成パラメータで制御されます。

� IFS.SERVER.TIMER.ActivationPeriod。タイマーの有効期限です。 たとえば、4h
（4時間ごと）、90m（90分ごと）、60s（60秒ごと）、3500（3500ミリ秒ごと）などで
す。

� IFS.SERVER.TIMER.InitialTimeOfDay。タイマーの 初の有効期限です。 たとえ
ば、3:30:30（3:30 a.m.）、20:00:00（8:00 p.m.）などです。

� IFS.SERVER.TIMER.InitialDelay。 初のタイマーが期限切れになるまでの時間
です。 たとえば、4h（4時間ごと）、90m（90分ごと）、60s（60秒ごと）、3500（3500
ミリ秒ごと）などです。

サンプル・タイマー構成を次に示します。

� 10分間隔の場合
IFS.SERVER.TIMER.ActivationPeriod=10m

� 1時間後から 10分間隔の場合
IFS.SERVER.TIMER.ActivationPeriod=10m
IFS.SERVER.TIMER.InitialDelay=1h

� 3:30 a.m.から 10分間隔の場合
IFS.SERVER.TIMER.ActivationPeriod=10m
IFS.SERVER.TIMER.InitialTimeOfDay=3:30:00

� 3:30 a.m.から 1日に 1度の場合
IFS.SERVER.TIMER.ActivationPeriod=24h
IFS.SERVER.TIMER.InitialTimeOfDay=3:30:00

IfsServerには、次のようにタイマー制御メソッドのセットが用意されています。

� startTimer() はサーバーのタイマーを起動します。

� stopTimer()はタイマーを停止します。

� isTimerActive()は、タイマーが起動されたかどうかを取得します。

� getLastTimerExpiration()はタイマーが前回期限切れになった時刻を取得します。

� getNextTimerExpiration()はタイマーが次回に期限切れになる時刻を取得します。

タイマーが期限切れになるたびに、handleTimerExpired()メソッドがコールされます。 
このメソッドをオーバーライドして、定期的な操作を実行します。
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イベントへの応答イベントへの応答イベントへの応答イベントへの応答
Oracle 9iFSリポジトリから LIBRARYOBJECTが作成、更新または削除されると、そのオブ
ジェクトに関するイベントが転送されます。 セッションでは、独自操作と他のセッションの
操作により生成されたイベントを受信するように登録できます。

イベントは、oracle.ifs.common.IfsEventのインスタンスです。そのメソッドは、次
のとおりです。

� getId() は、イベントを転送した LIBRARYOBJECTの IDを戻します。

� getClassId() は、LIBRARYOBJECTの classobjectの IDを戻します。

� getSessionId()は、イベントを転送したセッションの IDを戻します。

� getEventType() および getEventSubtype()は、LIBRARYOBJECTが作成された
か、更新されたか、削除されたか、特別な方法で影響を受けたかを示す値を取得しま
す。イベントのタイプとサブタイプは、IfsEventに定数で列挙されます。

サーバー、特にエージェントは、通常はイベント・ドリブンです。 イベントを受信するため
に、エージェントのシステム・セッション（またはエージェントが保持する他のセッショ
ン）は、LibrarySessionの registerEventHandlerおよび
registerClassEventHandlerメソッドをコールして、重要なイベントを登録します。

� registerEventHandler(LibraryObject, IfsEventHandler)メソッドは、単一
の LIBRARYOBJECTでのイベントを登録します。

� registerClassEventHandler(ClassObject, boolean, IfsEventHandler)
メソッドは、指定の classobject（および、オプションでその classobjectのサブクラス）
のすべてのインスタンスでのイベントを登録します。

IfsEventHandler引数はコールバック・オブジェクトを指定します。セッションは登録し
たイベントを受信すると、このオブジェクトの handleEvent(IfsEvent)をコールしま
す。 サーバーの場合、 も簡単なアプローチは、サーバー自体が IfsEventHandlerインタ
フェースを実装することです。

public class MyAgent
    extends IfsServer
    implements IfsEventHandler

通常、サーバーは preRun()メソッドでイベントを登録します。 preRun()で
registerEventHandlerまたは registerClassEventHandlerをコールするたびに、
それに対応して postRun()でも deregisterEventHandlerまたは
deregisterClassEventHandlerをコールする必要があります。
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例例例例 13-6 preRun()メソッドでのイベントの登録メソッドでのイベントの登録メソッドでのイベントの登録メソッドでのイベントの登録

public void preRun()
    throws Exception
{
    LibrarySession session = connectSession();

    // Register for events on the root folder.
    Folder rootFolder = session.getRootFolder();
    session.registerEventHandler(rootFolder, this);

    // Register for events on all Documents (and subs).
    Collection c = session.getClassObjectCollection();
    ClassObject co = (ClassObject)c.getItems("DOCUMENT");
    session.registerEventHandler(co, true, this);
}

public void postRun()
{
    try
    {
        LibrarySession session = getSession();

        // Deregister for events on the root folder.
        Folder rootFolder = session.getRootFolder();
        session.deregisterEventHandler(rootFolder, this);

        // Deregister for events on all Documents (and subs).
        Collection c = session.getClassObjectCollection();
        ClassObject co = (ClassObject)c.getItems("DOCUMENT");
        session.deregisterEventHandler(co, true, this);

        disconnectSession();
    }
    catch (Exception e)
    {
        log(LEVEL_LOW, e);
    }
}

スレッド・セーフな方法でイベントを処理するために、サーバーの
handleEvent(IfsEvent)メソッドはイベント処理をサーバーの管理スレッドに委譲する
必要があります。そのためには、handleEvent(IfsEvent)に queueEvent(IfsEvent)
をコールさせます。 これにより、processEvent(IfsEvent)が管理スレッド内でコールさ
れます。
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例例例例 13-7 スレッド・セーフな方法によるイベントの処理スレッド・セーフな方法によるイベントの処理スレッド・セーフな方法によるイベントの処理スレッド・セーフな方法によるイベントの処理

public void handleEvent(IfsEvent event)
    throws IfsException
{
    // Ignore "FREE" events (for example).
    // But process all other event types.

    if (event.getEventType() != IfsEvent.EVENTTYPE_FREE)
    {
        queueEvent(event);
    }
}

public void processEvent(IfsEvent event)
    throws Exception
{
    // This is where the server actually handles the event.
    // (This executes in the server's administration thread.)

    // For example, log the event.
    log(LEVEL_MEDIUM, "Event received: " + event.getId());
}

優先順位の管理優先順位の管理優先順位の管理優先順位の管理
サーバーでは、その優先順位を管理できます。サーバーの優先順位は、1～ 10の範囲内で指
定できます。 上位の優先順位を持つサーバーは、優先順位の低いサーバーに優先して実行
されます。 

supportsPriority() メソッドは、サーバーで優先順位の管理がサポートされるかどう
かを示します。デフォルトでは、このメソッドは TRUEを戻します。 このメソッドをオー
バーライドして、優先順位の管理を無効化できます。

管理者がサーバーの優先順位を設定すると、handlePriorityChangeRequest()がコー
ルされます。このメソッドをオーバーライドして、サーバーにより作成されるすべてのス
レッドの優先順位を設定するなど、優先順位の変更タスクを実行します。サーバーの新規優
先順位を取得するには、getPriority()をコールします。
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サービス構成パラメータサービス構成パラメータサービス構成パラメータサービス構成パラメータ
サーバーがノードにロードされると、getParameterTable()をコールして取得できる
サービス構成パラメータのセットが与えられます。 この種のサービス構成パラメータは、
サーバーのライフサイクル中は変化しません。

IfsServerは、次のサービス構成パラメータを使用します。

� IFS.SERVER.Class。サーバーの完全修飾クラス名。 これは必須です。

� IFS.SERVER.SESSION.User。サーバーのデフォルト・セッションのユーザー。 デ
フォルト・セッションを使用する場合は必須です。

� IFS.SERVER.SESSION.ApplicationName。デフォルト・セッションの
ConnectOptionsアプリケーション名。オプションです。デフォルトでサーバー名に
設定されます。

� IFS.SERVER.SESSION.LOCALE.Language、
IFS.SERVER.SESSION.LOCALE.Countryおよび
IFS.SERVER.SESSION.LOCALE.Variant。言語、国および可変を表す Java定義コー
ドとしての、デフォルト・セッションの ConnectOptionsロケール。 オプションです。
指定していない場合、デフォルト・セッションの ConnectOptionsロケールは設定さ
れません。

� IFS.SERVER.TIMER.ActivationPeriod。タイマーの期限切れ間隔。タイマーを使
用する場合は必須です。 たとえば、2500（2.5秒ごと）、5s（5秒ごと）、10m（10分ご
と）、2h（2時間ごと）などです。

� IFS.SERVER.TIMER.InitialDelay。 初のタイマーが期限切れになるまでの遅延。
オプションです。このパラメータと IFS.TIMER.InitialTimeOfDayの値を指定して
いない場合は、デフォルトで IFS.SERVER.TIMER.ActivationPeriodの値に設定さ
れます。 たとえば、2500（2.5秒ごと）、5s（5秒ごと）、10m（10分ごと）、2h（2時間
ごと）などです。

� IFS.SERVER.TIMER.InitialTimeOfDay。 初のタイマー・イベントの時刻。オプ
ションです。IFS.SERVER.TIMER.InitialDelayに指定した値をオーバーライドし
ます。 たとえば、3:30:00（3:30 a.m.）、20:00:00（8:00 p.m.）などです。

� IFS.SERVER.TIMER.HourSuffix、IFS.SERVER.TIMER.MinuteSuffix,および
IFS.SERVER.TIMER.SecondSuffix。時間単位の接尾辞。 オプションです。デフォル
トでそれぞれ H、Mおよび Sに設定されます。

� IFS.SERVER.TIMER.TimeFormat。時刻書式。 オプションです。デフォルトで
HH:mm:ssに設定されます。

サーバーは、独自のサービス構成パラメータを導入することもできます。
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動的プロパティ動的プロパティ動的プロパティ動的プロパティ
サーバーは、オプションで名前付きの動的プロパティを 1つ以上発行し、その値をサーバー
の実行時に変更できます。 管理者は、Oracle 9iFS管理ツールを使用してサーバーの動的プロ
パティの値を監視し、必要に応じて変更できます。

IfsServerには、動的プロパティを管理するメソッドのセットが用意されています。

� getProperties()は、サーバーのすべての動的プロパティを AttributeValue配列
として戻します。

� getProperty(String)は、指定のプロパティの値を取得します。

� setProperty(AttributeValue)および setProperty(String, 
AttributeValue)は、指定のプロパティの値を設定します。

� isPropertyReadonly(String)は、管理者が Oracle 9iFS管理ツールを使用して指定
のプロパティを変更できるかどうかを示す値を戻します。デフォルトでは、すべての動
的プロパティは読取り専用です。このメソッドをオーバーライドして、動的プロパティ
を設定可能にします。

� handlePropertyChangeRequest(AttributeValue)は、動的プロパティの変更時
にコールされます。このメソッドをオーバーライドし、プロパティ変更に応答してタス
クを実行します。デフォルトでは、このメソッドは単に要求されたプロパティの値を変
更します。

カスタム・サーバーのテストカスタム・サーバーのテストカスタム・サーバーのテストカスタム・サーバーのテスト
カスタム・サーバーは、Oracle 9iFSノードで実行するのみでなく、スタンドアロンの Java
アプリケーションとしても実行できます。 スタンドアロン・モードは、カスタム・サーバー
の予備テストを行うには便利ですが、本番システムには使用しないでください。

通常、サーバーはサーバー構成パラメータをノードから取得します。ただし、スタンドアロ
ン・モードの場合、サーバーはこの情報を名前 /値のペアのファイルから取得します。

カスタム・サーバーをスタンドアロン・モードで実行するには、IfsServerサブクラスに
Javaの static main(String[])メソッドを追加する必要があります。 このメソッドは、
アプリケーションのエントリ・ポイントを提供するのみでなく、通常はノードで処理される
次のような複数のタスクを実行する必要があります。

� サーバー構成パラメータを含む oracle.ifs.common.ParameterTableの作成

� サービスの起動

� サーバーのインスタンスの構成

� サーバーの初期化

� サーバーの起動
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例 13-8に、FingerServerの mainメソッドを示します。この例を独自サーバーのテンプレー
トとして使用できます。

例例例例 13-8 FingerServerののののmainメソッドメソッドメソッドメソッド

public static void main(String[] args)
    throws Exception
{
    //
    // If something goes wrong we want verbose exception messages.
    //
    
    IfsException.setVerboseMessage(true);

    //
    // Construct a parameter table from command-line arguments.
    //
    
    ParameterTable pt = new ParameterTable(args, "parameterfile");

    //
    // Extract some additional parameters required for standalone
    // operation.
    //

    String serviceName =
        pt.getString("IFS.SERVER.PROTOCOL.FINGER.TEST.Service");
        
    String schemaPassword = pt.getString(
        "IFS.SERVER.PROTOCOL.FINGER.TEST.SchemaPassword");

    //
    // Start a service against which to run a FingerServer.
    //
    
    LibraryService.startService(serviceName, schemaPassword);

    //
    // Construct, initialize, and start a FingerServer.
    //

    FingerServer server = new FingerServer();

    server.initialize("Finger", serviceName, schemaPassword,
        pt, null, LEVEL_HIGH);
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    server.start();
}

mainメソッドを使用すると、サーバーをスタンドアロン・モードで起動できます。たとえ
ば、FingerServerをスタンドアロン・モードで起動するには、次のコマンドラインを入力し
ます。

java -mx64M oracle.ifs.examples.servers.FingerServer
  parameterfile=FingerServer.def
  IFS.SERVER.PROTOCOL.FINGER.TEST.Service=IfsDefault
  IFS.SERVER.PROTOCOL.FINGER.TEST.SchemaPassword=ifssys

カスタム・サーバーの配置カスタム・サーバーの配置カスタム・サーバーの配置カスタム・サーバーの配置
カスタム・サーバーを配置するには、次のタスクを実行する必要があります。

� サーバー構成の作成。サーバー構成の作成。サーバー構成の作成。サーバー構成の作成。Oracle 9iFS Managerを使用してサーバーのサーバー構成パラ
メータを定義し、サーバー構成を作成します。パラメータ IFS.SERVER.Classを含め
てください。このパラメータの値は、サーバーの完全修飾クラス名です。

� ノード構成の更新。ノード構成の更新。ノード構成の更新。ノード構成の更新。サーバーを自動的にロードしてノード上で起動する場合は、Oracle 
9iFS Managerを使用して、そのノードの構成を更新します。 次の情報を指定して、この
ノードに新規サーバーを追加します。

� サーバー名。

� サーバーの構成パラメータを提供するサーバー構成オブジェクト。

� サーバーがアクティブかどうか。アクティブでないサーバーは、ノードにより自動
的にはロードされません。

� サーバーの操作対象となるサービスの名前。

� サーバーの優先順位。

� サーバーがロード後に自動的に起動するかどうか。
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カスタムカスタムカスタムカスタム HTTPサーバーサーバーサーバーサーバー
Apache Webサーバー内で実行するカスタム Oracle 9iFSサーバーを作成して配置するプロ
セスは、この章で説明したものと同じです。ただし、HTTPサーバーの場合は、他にもいく
つか考慮点があります。

� カスタム・サーバーを使用するカスタム HTTPサーブレットを作成する場合は、サー
バー側のメソッドをコールできるように、HTTPサーブレットでサーバーの参照を取得
するためのメカニズムが必要です。アプローチの 1つは、サーバーの単一インスタンス
を戻す public staticメソッドをサーバーのクラスに用意することです。 （このメ
ソッドの実装では、サーバーの initializeメソッドにより設定されたクラス変数を
使用できます。）

� サーブレットの initメソッドでは、
oracle.ifs.management.domain.HttpNodeUtilitiesの静的
createNode(HttpServlet)メソッドをコールして、Apache Webサーバーの JavaVM
内で Oracle 9iFSノードを構成する必要があります。（Oracle 9iFSに付属の
DavIfsServletを引き続き Apache Webサーバーにロードする場合は、このコールは
不要です。createNodeメソッドは、ノードが構成済みの場合は無効です。）

例例例例

Oracle 9iFS には、カスタム・サーバーの 2つの例が用意されています。

� FingerServer。oracle.ifs.examples.servers.FingerServerは、Finger形式の
プロトコル（RFC 1288に類似）を提供する単純なプロトコル・サーバーです。

� LoggingAgent。oracle.ifs.examples.servers.LoggingAgentは、単純なイベ
ントベース・エージェントです。

サーバーごとに、コメント付きの完全なソース・コードとサーバー構成ファイル（スタンド
アロン・テスト用）があります。 

詳細情報詳細情報詳細情報詳細情報
カスタム・サーバーの詳細は、次を参照してください。

� oracle.ifs.management.domainパッケージの Javadoc

� カスタム・サーバーの例（FingerServerおよび LoggingAgent）
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カスタム・アプリケーションでのカスタム・アプリケーションでのカスタム・アプリケーションでのカスタム・アプリケーションでの

バージョニングの実装バージョニングの実装バージョニングの実装バージョニングの実装

この章では、Oracle Internet File Systemによるバージョニングの実装方法と、カスタム・ア
プリケーションにバージョニングを実装する方法について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

� バージョニングの概要

� バージョニングのクラス

� バージョニング・アプリケーションの実装

� サンプル・コード
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バージョニングの概要
バージョニングの概要バージョニングの概要バージョニングの概要バージョニングの概要
バージョニングは、オブジェクトに対する変更内容を、そのライフサイクルを通じて系統的
に保存することです。たとえば、バージョニングにより、変更者、変更日時および変更順序
を記録して、ドキュメントの内容や属性に対する変更をすべて追跡できます。ドキュメント
の各バージョンのバックアップを、特定の時点でのドキュメントの体裁のレコードとして保
存できます。 

また、バージョニングにより、オブジェクトの変更方法に関するビジネス・ルールを施行し
て、オーサリングおよび公開プロセスを管理できます。Oracle 9iFSのバージョニング・オブ
ジェクト・モデルを使用すると、シリアル・バージョニング、分岐バージョニングおよびパ
ラレル・バージョニングなど、様々なプロセスを管理するアプリケーションを構築できま
す。

� シリアル・バージョニングシリアル・バージョニングシリアル・バージョニングシリアル・バージョニング。ドキュメントに対して各バージョンが順番になるように施
行するシリアル・バージョニング・アプリケーションを構築できます。チェックイン /
チェックアウト機能を使用すると、一度に 1人の作成者のみがドキュメントを編集でき
ることを保証できます。作成者は、変更中に他の作成者が更新できないように、ドキュ
メントをチェックアウトできます。作成者がドキュメントを編集するときに、新バー
ジョンが完成するまでは変更内容を一時的に格納できます。完成した時点で、作成者は
ドキュメントの新バージョンを他の作成者が使用できるようにチェックインします。
チェックイン /チェックアウト機能により、各作成者が適切なバージョンのドキュメン
トを操作し、複数の作成者が相互の作業を上書きしないことが保証されます。 

� 分岐バージョニング分岐バージョニング分岐バージョニング分岐バージョニング。複数の作成者が同時に変更できるように、分岐バージョニング・
アプリケーションを構築できます。各作成者が行った変更内容を、別個の分岐でメンテ
ナンスできます。その後、アプリケーションで変更内容をマージします。

� パラレル・バージョニングパラレル・バージョニングパラレル・バージョニングパラレル・バージョニング。異なるシリーズのバージョンを別個に追跡できます。たと
えば、発行前のすべての変更（バージョン 1.0、1.1、1.2、1.3、2.0など）用に 1シリー
ズ、発行済みバージョン（バージョン 1.0、2.0など）用に 1シリーズを使用できます。 

バージョニング機能を実装するには、ユーザー要件とシステム・リソースのバランスを慎重
に調整する必要があります。ドキュメントは、コンテンツ管理システムでバージョニング対
象となる も一般的なオブジェクトです。ドキュメントのバージョニングにより、ミッショ
ン・クリティカルなドキュメントの改訂履歴をメンテナンスできます。ただし、ドキュメン
トの各バージョンを格納するため、システム・パフォーマンスと記憶領域に影響します。
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バージョニング・オブジェクト・モデルバージョニング・オブジェクト・モデルバージョニング・オブジェクト・モデルバージョニング・オブジェクト・モデル
Oracle 9iFSには、情報を作成して発行するための多様なプロセスをサポートできるように、
柔軟なバージョニング・モデルが用意されています。ほとんどの PublicObjectはバージョニ
ングできます。PublicObjectは、ドキュメントやフォルダなど、Oracle 9iFSユーザーがアク
セスできるオブジェクトです。この種のオブジェクトは、Oracle 9iFSのクラス階層内で
PublicObjectから派生します。デフォルトでは、バージョニング可能に設定されるのは
Documentクラスのみです。他のクラスのオブジェクトをバージョニングする計画がある場
合は、必要なディスク領域とパフォーマンスを考慮してください。この章では、具体例を示
すためにドキュメントをバージョニングする方法を重点的に説明します。

リポジトリ内でバージョニングされないドキュメントは、Documentクラスのインスタン
ス、または Documentを拡張するカスタム・クラスとして表されます。インスタンスは、
Name、Ownerおよび CreationDateなど、ドキュメントを記述する構造化された情報を持
ちます。この種の情報は Documentクラスの属性として表されます。また、ドキュメントは
構造化されていない内容を持ち、この内容は Documentクラスの ContentObject属性で参照
される ContentObjectのインスタンスとして表されます。

ドキュメントがバージョニングされる場合、Oracle 9iFSでは 3つの型のオブジェクトが追加
作成され、ドキュメントのライフサイクル中に作成されるバージョンがすべて管理されま
す。この 3つの型は、図 14-1のように Family、VersionSeriesおよび VersionDescriptionで
す。

注意注意注意注意 : ClassObjectクラスの isVersionable()メソッドを使用すると、
特定クラスのインスタンスをバージョニングできるかどうかを判断できま
す。
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図図図図 14-1 オブジェクトのバージョニングオブジェクトのバージョニングオブジェクトのバージョニングオブジェクトのバージョニング

� Family。Documentがバージョニングされる場合、Familyオブジェクトはドキュメント
を表し、そのドキュメントについて作成されたすべてのバージョンが収集されます。

� VersionSeries。Familyはバージョンを VersionSeriesにグループ化します。
VersionSeriesは、ドキュメントに対して順番に行われた変更のシリーズを表します。
VersionSeries内の各バージョンは、特定時点でのドキュメントの状態を表します。
VersionSeries内のバージョンの順序は、ドキュメントに対して行われた変更の順序を表
します。

� VersionDescription。VersionSeries内で、ドキュメントの各バージョンは
VersionDescriptionで表されます。VersionDescriptionは、順序番号（1、2、3など）
のように、シリーズ内のバージョンのコンテキストの記述です。各 VersionDescription
は、ドキュメントの特定バージョンの属性と内容を含む Documentのインスタンスを参
照します。

デフォルトで、Oracle 9iFSのクライアントおよびプロトコルではシリアル・バージョニン
グ・モデルが実装されます。このバージョニング・モデルでは、ドキュメントの Familyに
VersionSeriesが 1つ含まれ、その VersionSeriesにドキュメントのすべてのバージョンが含
まれます。したがって、各バージョンは相互に順番になっている必要があります。

このバージョニング・モデルでは、図 14-2のように、パラレル・バージョニングや分岐バー
ジョニングなど、より複雑なバージョニング・パラダイムを持つカスタム・アプリケーショ
ンを構築することも可能です。Familyに複数の VersionSeriesを含めて、パラレルに行われ
た変更の個別の順序や、相互に分岐またはマージする変更の順序を表すことができます。
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図図図図 14-2 分岐バージョニング・モデル分岐バージョニング・モデル分岐バージョニング・モデル分岐バージョニング・モデル

VersionSeriesの各 VersionDescriptionでは様々なクラスのオブジェクトを参照できるため、
クラス間でのドキュメントの状態の変化を表すことができます。たとえば、ドキュメントの
バージョン 1が RequirementsDocument（Documentのサブクラス）で、これがバージョン
2では DesignSpecificationに変更される場合があります。

VersionDescriptionでは、Documentの同一インスタンスも参照できます。たとえば、ド
キュメントに発行前 VersionSeriesと発行済み VersionSeriesがあるとします。発行前 
VersionSeriesの第 3のバージョンでは、発行済み VersionSeriesの 初のバージョンを表し
ている場合があります。この場合、第 3の発行前バージョンと 初の発行済みバージョンを
表す VersionDescriptionでは、Documentの同一インスタンスを参照できます。
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バージョニングのクラスバージョニングのクラスバージョニングのクラスバージョニングのクラス
Oracle 9iFSには、バージョニング機能を実装するカスタム・アプリケーションを構築できる
ように、Java APIが用意されています。表 14-1「Documentの属性およびメソッド」、表
14-2「Familyの属性およびメソッド」、表 14-3「VersionSeriesの属性およびメソッド」およ
び表 14-4「VersionDescriptionの属性およびメソッド」に、Oracle 9iFS Java APIの各バー
ジョニング・クラスの主要な属性とメソッドを示します。各クラスの詳細は、Javadocを参
照してください。

Documentクラスクラスクラスクラス
終的に、ドキュメントの全バージョンは Documentクラスのインスタンスとして格納され
ます。ユーザーがドキュメントを変更するときに、アプリケーションでは次のアクションを
使用可能にできます。

1. ドキュメントの現行のバージョンの上書きドキュメントの現行のバージョンの上書きドキュメントの現行のバージョンの上書きドキュメントの現行のバージョンの上書き。変更内容を上書きするには、アプリケー
ションでそのバージョンの VersionDescriptionで参照される Documentインスタンスを
変更します。

2. ユーザーによる変更の一時的な格納ユーザーによる変更の一時的な格納ユーザーによる変更の一時的な格納ユーザーによる変更の一時的な格納。変更内容を一時的に格納するには、アプリケー
ションで Documentの新規インスタンスを作成し、それを VersionSeriesの
PendingPublicObject属性で参照します。

3. ドキュメントの新バージョンの作成ドキュメントの新バージョンの作成ドキュメントの新バージョンの作成ドキュメントの新バージョンの作成。新バージョンを作成するには、アプリケーション
で、変更内容を含む新規 Documentインスタンスを参照する VersionSeriesに、新規
VersionDescriptionを作成します。変更が一時的に格納されている場合は、新規
Documentインスタンスを作成するかわりに、PendingPublicObject属性で参照される
Documentインスタンスを使用できます。

Documentクラスには、ドキュメントに対する変更を追跡できるように、主要属性のセット
があります。表 14-1「Documentの属性およびメソッド」のように、この種の属性とメソッ
ドのほとんどはスーパークラス PublicObjectから継承され、他の型のオブジェクトのバー
ジョニングに使用できます。また、Documentクラスには、ドキュメントの内容を操作する
ための属性とメソッドも用意されています。

ユーザーがドキュメントを変更する場合に、アプリケーションではユーザーに対して、ド
キュメントの新バージョンの作成ではなく、ドキュメントの属性値や内容の置換を許可でき
ます。この機能をサポートするために、PublicObjectは、ドキュメントの作成日、作成者、
終変更日および変更者を追跡するための属性を持っています。PublicObjectクラスも

Family属性を持ち、バージョニング対象ドキュメントの Familyを簡単に検索できます。
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バージョニングのクラス
表表表表 14-1 Documentの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

属性属性属性属性 /メソッドメソッドメソッドメソッド 用途用途用途用途

Creator getCreator() ドキュメント（または PublicObject）のこのインスタンスを 初

に作成した DirectoryUserを格納し、取得します。

CreateDate getCreateDate() ドキュメントが 初に作成された日付を格納し、取得します。

Modifier getLastModifer() ドキュメントのこのインスタンスを 後に変更した
DirectoryUserを取得します。オプションで、ユーザーはドキュ
メントのインスタンスをバージョニングせずに変更できます。 た
とえば、バージョニング対象外のドキュメントの内容を置換した
り、ドキュメントの 初のバージョンの属性値を更新できます。

LastModifiedDate 
getLastModifuDate()

ドキュメントのこのインスタンスが 後に変更された日付を取得
します。

Family getFamily() 有効ドキュメントを表す Familyオブジェクトを取得します。ド
キュメントは、1つの Familyにのみ属することができます。

isVersioned() ドキュメントがバージョニング対象かどうかを判断します。

isVersionable() クラスがバージョニング可能かどうかを判断します。

lock() unlock() ドキュメントのロックを取得し、解放します。

ContentObject 
getContentObject() 
getContentReader() 
getContentStream() 
setContent()

ドキュメントの内容を格納、取得および更新します。 
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バージョニングのクラス
Familyクラスクラスクラスクラス
ドキュメントがバージョニング対象の場合、Oracle 9iFSは Familyクラスのインスタンスを
作成して、ライフサイクル中にドキュメントに対して作成される全バージョンを管理しま
す。バージョニング対象ドキュメントは、1つの Familyにのみ属することができます。表
14-2「Familyの属性およびメソッド」に、ファミリの管理に重要な属性とメソッドを示しま
す。

getResolvedPublicObject()、DefaultVersionDescriptionおよび
PrimaryVersionSeriesを使用してバージョニング対象ドキュメントの現行の状態を解決
する方法の詳細は、「バージョニング対象ドキュメントの解決」を参照してください。

表表表表 14-2 Familyの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

属性属性属性属性 /メソッドメソッドメソッドメソッド 用途用途用途用途

PrimaryVersionSeries 
getPrimaryVersionSeries() 
setPrimaryVersionSeries()

ドキュメントのプライマリ・バージョン・シリーズを指
定してアクセスします。Familyには複数の VersionSeries
を含めることができるため、Familyクラスは
PrimaryVersionSeries属性を持ちます。この属性は、
VersionSeriesの 1つをドキュメントについてデフォルト
でアクセスされる VersionSeriesの 1つとして指定するた
めに使用されます。

getResolvedPublicObject() 有効ドキュメントの現行の状態を表すドキュメントの
バージョンにアクセスします。 たとえば、ユーザーがバー
ジョニング対象のドキュメントをダブルクリックし、そ
の内容を表示すると、Oracle 9iFSでは
DefaultVersionDescription属性で指定されたバージョン
が戻されます。 この属性が指定されていない場合、Oracle 
9iFSでは、バージョニング対象ドキュメントの現行の状
態を表すプライマリ・バージョン・シリーズの 終バー
ジョンが戻されます。 

DefaultVersionDescription 
getDefaultVersionDescription() 
setDefaultVersionDescription()

カスタム・バージョニング・アプリケーションは、これ
らの属性とメソッドを使用して、プライマリ・バージョ
ン・シリーズの 終バージョンとは異なるドキュメント
のバージョンを、デフォルト・バージョンとして明示的
に設定できます。 
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VersionSeriesクラスクラスクラスクラス
VersionSeriesは、ドキュメントに対して順番に行われた一連の変更（バージョン）を表しま
す。表 14-3「VersionSeriesの属性およびメソッド」に、この種の変更を管理するための属性
とメソッドを示します。

表表表表 14-3 VersionSeriesの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

属性属性属性属性 /メソッドメソッドメソッドメソッド 用途用途用途用途

getFirstVersionDescription() バージョン・シリーズの 初のバージョンにアクセスし
ます。

LastVersionDescription
getLastVersionDescription()

バージョン・シリーズの 後のバージョンを格納し、ア

クセスするために使用します。

getVersionDescriptions()
getVersionDescriptions(int index)
getNextVersionDescription()
getPreviousVersionDescription()

バージョン・シリーズ内の、すべてのバージョンの配列、
特定バージョンおよび次または前のバージョンにアクセ
スします。

DefaultVersionDescription
getDefaultVersionDescription()
setDefaultVersionDescription()

カスタム・バージョニング・アプリケーションは、これ
らの属性とメソッドを使用して、プライマリ・バージョ
ン・シリーズの 終バージョンとは異なるドキュメント
のバージョンを、デフォルト・バージョンとして明示的
に設定できます。 

Reservor
ReservationDate
ReservationComments
reserveNext() 
unReserve() 
isReserved()
isReservedByCurrentUser()
getReservor()
getReservationDate()
getReservationComment()

特定のユーザーが変更を行っている間は、他のユーザー
がシリーズの新バージョンを作成しないように、
VersionSeriesを予約し、予約を解除します。Oracle 9iFS
では、バージョン・シリーズが予約された時期、予約し
たユーザーおよびユーザー指定のコメントが追跡されま
す。

WorkPath
getWorkPath()

ユーザーがドキュメントに変更を加える場合に、バー
ジョニング・アプリケーションはそのユーザーに対して、
ドキュメントをオーサリング・クライアントのローカル・
オペレーティング・システムにコピーするように許可で
きます。WorkPath属性を使用すると、エクスポートされ
たコピーへのパスを追跡できます。  

注意注意注意注意 : Oracle 9iFSクライアントおよびプロトコルでは、
この機能を提供するためにWorkPath属性が使用される
ことはありません。
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バージョニングのクラス
これらのメソッドと属性を使用してドキュメントをバージョニングする方法の詳細は、
「バージョニング対象ドキュメントの設定」を参照してください。 

VersionDescriptionクラスクラスクラスクラス
VersionDescriptionでは、バージョン・シリーズのコンテキスト内でドキュメントのバー
ジョンを記述します。表 14-4「VersionDescriptionの属性およびメソッド」に、ドキュメン
トの特定バージョンを操作するための属性とメソッドを示します。

PendingPublicObject
getPendingPublicObject()
setPendingPublicObject()

バージョン・シリーズを予約したユーザーは、変更結果
を新バージョンとしてチェックインする前に一時的に格
納できます。変更は、PublicObjectの別インスタンスとし
て一時的に格納され、PendingPublicObject属性により参
照されます。

newVersion() バージョン・シリーズの新バージョンを作成します。 

VersionLimit
setVersionLimit()

バージョン・シリーズに保存されるバージョン数。

表表表表 14-4 VersionDescriptionの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

属性属性属性属性 /メソッドメソッドメソッドメソッド 用途用途用途用途

VersionSeries
VersionNumber
RevisionComment
getVersionSeries()
getVersionNumber()
getRevisionComment()

このバージョンが属するバージョン・シリーズ、バージョン・
シリーズ内でこのバージョンに割り当てられた順序番号、バー
ジョンの作成時にユーザーにより指定されたコメントを追跡し
ます。

VersionLabel
getVersionLabel()
setVersionLabel()

VersionLabel属性には、バージョン・シリーズのバージョン
のカスタム・ラベルが格納されます。バージョニング・アプリ
ケーションでは、組織の改訂採番方式に準拠するバージョン・
ラベルを格納できます。たとえば、Oracle 9iFSではバージョ
ンに順序を示す整数（1、2、3）が自動的に割り当てられます
が、組織ではバージョンにラベル（ドラフト A、ドラフト B、
ドラフト C、リリース 1.0）が必要な場合があります。

isLatestVersionDescription() バージョンがバージョン・シリーズの 終バージョンかどうか
を判断します。

表表表表 14-3 VersionSeriesの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）

属性属性属性属性 /メソッドメソッドメソッドメソッド 用途用途用途用途
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バージョニング・アプリケーションの実装バージョニング・アプリケーションの実装バージョニング・アプリケーションの実装バージョニング・アプリケーションの実装
Oracle 9iFSのバージョニング・クラスを使用すると、カスタム・アプリケーションにバー
ジョニング機能を持たせることができます。たとえば、バージョニング・アプリケーション
では、次の 3手順で新バージョンを作成できます。

1. ドキュメントをチェックアウトします。

2. ドキュメントを編集し、変更結果を一時的な保留領域に保存します。

3. 変更結果をドキュメントの新バージョンとしてチェックインします。

図図図図 14-3 新バージョンの作成手順新バージョンの作成手順新バージョンの作成手順新バージョンの作成手順

PublicObject
getPublicObject()

ドキュメントの各バージョンは、 終的に Documentクラス
のインスタンスとして格納されます。VersionDescriptionの
PublicObject属性は、そのバージョンを構成するドキュメン
ト・インスタンスを参照します。getPublicObject()メソッド
は、ドキュメント、つまり PublicObjectを取得するために使
用されます。

表表表表 14-4 VersionDescriptionの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）

属性属性属性属性 /メソッドメソッドメソッドメソッド 用途用途用途用途
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バージョニング・アプリケーションの実装
この機能を実装するには、バージョニング・アプリケーションで次の APIコールを使用しま
す。

1. アプリケーションで、ドキュメントの VersionSeriesオブジェクトの reserveNext()
メソッドをコールして、他のユーザーが同時に変更を行わないようにします。アプリ
ケーションで VersionSeriesの Reservor、ReservationDate、ReservationCommentsお
よびWorkPath属性を設定し、ユーザーに予約者、予約理由および予約日に関する情報
を提供します。

2. ユーザーがドキュメントを編集すると、アプリケーションは Documentのインスタンス
をもう 1つ作成し、それを VersionSeriesの PendingPublicObject属性で参照します。ア
プリケーションは Documentインスタンスの setContent()メソッドをコールし、
ユーザーによる反復を一時的に格納してから、ドキュメントの新バージョンを作成しま
す。

3. 変更内容がドキュメントの新バージョンとして格納される場合、アプリケーションは
newVersion()メソッドをコールして新規の VersionDescriptionを作成し、新バー
ジョンの VersionLabel、RevisionCommentsおよび PublicObjectの値を設定します。新
規 VersionDescriptionの PublicObject属性を、ユーザーの変更を VersionSeriesの
PendingPublicObjectとして格納するために使用された Documentインスタンスを参照
するように設定します。

この項では、Oracle 9iFS Java APIを使用し、次の基本的なバージョニング・タスクを実行し
て、ドキュメントのシリアル・バージョニング機能を持つカスタム・アプリケーションを構
築する方法について説明します。

� バージョニング対象ドキュメントの設定

� ドキュメントのチェックアウト

� 保留中の変更の保持

� 新バージョンのチェックイン

� ドキュメントのチェックアウトの取消し

� フォルダへのバージョニング対象ドキュメントの格納

� バージョニング対象ドキュメントの解決

� ドキュメント履歴の表示

� 特定のドキュメント・バージョンの削除

� バージョニング対象ドキュメントの削除
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バージョニング対象ドキュメントの設定バージョニング対象ドキュメントの設定バージョニング対象ドキュメントの設定バージョニング対象ドキュメントの設定
デフォルトでは、ドキュメントは 初に Oracle 9iFSで作成された時点では、バージョニング
対象ではありません。ユーザーがドキュメントをバージョニングできるように、アプリケー
ションでは 初にバージョニング対象ドキュメントのインフラストラクチャ・オブジェクト
Family、VersionSeriesおよび VersionDescriptionを作成する必要があります。 

ドキュメントをバージョニング対象にする手順は、次のとおりです。

1. ドキュメントをフェッチします。

2. （オプション） FamilyDefinitionを作成します。

3. （オプション） VersionSeriesDefinitionを作成し、Familyに属するように指定します。

4. VersionDescriptionDefinitionを作成し、VersionSeriesに属してドキュメントを参照す
るように指定します。

5. VersionDescriptionDefinitionを LibrarySessionに渡して、ドキュメントの Family、
VersionSeriesおよび VersionDescriptionオブジェクトを作成し、VersionDescriptionを
戻します。

6. VersionDescriptionオブジェクトから、バージョニング対象ドキュメントの他のコン
ポーネントにアクセスできます。

バージョニング対象ドキュメントの 4つのコンポーネント（DocumentDefinition、
VersionDescriptionDefinition、VersionSeriesDefintion、FamilyDefinitionなど）すべてにつ
いて、定義を明示的に作成する必要はありません。かわりに、バージョニング対象ドキュメ
ントを参照する VersionDescriptionDefinitionを使用できます。
VersionDescriptionDefinitionが LibrarySessionに渡されると、Oracle 9iFSはバージョニン
グ対象ドキュメントの 4つのコンポーネントすべてを自動的に作成します。Oracle 9iFSで
は、このうち 2つの定義オブジェクトから他のコンポーネントを作成できます。例 14-1に、
すべてのコンポーネントを明示的に定義して、ドキュメントをバージョニング対象にする方
法を示します。VersionDescriptionDefinitionを使用してバージョニング対象ドキュメントの
コンポーネントを暗黙的に作成する方法は、例 14-2を参照してください。

SecuringPublicObject属性を使用すると、バージョニング対象ドキュメントのすべてのコン
ポーネントに対するアクセスを、1箇所で制御できます。あるコンポーネントを他のコン
ポーネントの SecuringPublicObject属性で参照し、そのコンポーネントの AccessControlList
をバージョニング対象ドキュメントのすべてのコンポーネントに適用できます。
SecuringPublicObject属性を設定すると、Oracle 9iFSは自動的に参照先オブジェクトの
AccessControlListを使用して、参照しているオブジェクトへのアクセスを制御します。既存
のドキュメントをバージョニング対象にすると、Oracle 9iFSは自動的に Document、
VersionDescriptionおよび VersionSeriesの SecuringPublicObject属性を、ドキュメントの
Familyを参照するように設定します。新規のバージョニング対象ドキュメントを作成する場
合は、例 14-2のように SecuringPublicObject属性を明示的に設定する必要があります。
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バージョニング・アプリケーションの実装
例例例例 14-1 バージョニング対象ドキュメントの設定バージョニング対象ドキュメントの設定バージョニング対象ドキュメントの設定バージョニング対象ドキュメントの設定

1. アプリケーションがドキュメントを取得しているとします。

Document doc = ...

2. オプションで FamilyDefinitionを作成します。

FamilyDefinition fd = new FamilyDefinition ( session );
fd.setAttribute( PublicObject.NAME_ATTRIBUTE ,
                 AttributeValue.newAttributeValue ( po.getName() ) );
AccessControlList acl = doc.getAcl();
fd.setAttribute(PublicObject.ACL_ATTRIBUTE,
                AttributeValue.newAttributeValue(acl));

3. オプションで VersionSeriesDefinitionを作成します。

VersionSeriesDefinition vsd = new VersionSeriesDefinition(session);
vsd.setFamilyDefinition(fd);

4. VersionDescriptionDefinitionを作成します。

VersionDescriptionDefinition vdd = 
      new VersionDescriptionDefinition(session);
vdd.setPublicObject(doc);
vdd.setVersionSeriesDefinition(vsd);
vdd.setOwnerBasedOnPublicObjectOption ( true );

5. VersionDescriptionを作成します。

VersionDescription vd = 
     (VersionDescription) session.createPublicObject(vdd);

6. VersionDescriptionから VersionSeriesおよび Familyにアクセスします。

VersionSeries vs = vd.getVersionSeries();
Family family = vs.getFamily();

注意注意注意注意 : SecuringPublicObject属性の使用方法の詳細は、第 15章「セキュ
リティ」を参照してください。
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例例例例 14-2 新規バージョニング対象ドキュメントの作成新規バージョニング対象ドキュメントの作成新規バージョニング対象ドキュメントの作成新規バージョニング対象ドキュメントの作成

1. DocumentDefinitionを作成します。

DocumentDefinition dd = new DocumentDefinition(session);
dd.setAttribute(Document.NAME_ATTRIBUTE, 
   AttributeValue.newAttributeValue(docname));

Collection formatColl = session.getFormatCollection();
Format fmt = (Format) formatColl.getItems("Text");
dd.setFormat(fmt);

dd.setContent("A new versioned document.");

Folder hf = session.getUser().getPrimaryUserProfile().getHomeFolder();
dd.setAddToFolderOption(hf);

2. VersionDescriptionDefinitionを作成します。

VersionDescriptionDefinition vdd = new VersionDescriptionDefinition(session);
vdd.setAttribute(VersionDescription.NAME_ATTRIBUTE, 
    AttributeValue.newAttributeValue("Versioning1 VersionDescription"));
vdd.setAttribute("VERSIONLABEL", 
    AttributeValue.newAttributeValue("Version 1.0"));
vdd.setPublicObjectDefinition(dd);

3. VersionDescriptionDefinitionを LibrarySessionに渡して、Document、
VersionDescription、VersionSeriesおよび Familyを暗黙的に作成し、
VersionDescriptionを戻します。

VersionDescription vd = (VersionDescription)session.createPublicObject(vdd);

4. VersionDescriptionを使用して他のコンポーネントをフェッチします。

Family f = vd.getFamily();
VersionSeries vs = vd.getVersionSeries();
Document d = (Document) vd.getResolvedPublicObject();

5. VersionDescriptionおよび VersionSeriesの SecuringPublicObjectを、ドキュメントの
Familyになるように設定します。

d.setSecuringPublicObject(f);
vd.setSecuringPublicObject(f);
vs.setSecuringPublicObject(f);
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バージョニング・アプリケーションの実装
ドキュメントのチェックアウトドキュメントのチェックアウトドキュメントのチェックアウトドキュメントのチェックアウト
ドキュメントをバージョニング対象にした後に、エンド・ユーザーに対してドキュメントの
チェックアウトを許可できます。ユーザーがドキュメントをチェックアウトすると、他の
ユーザーはそのドキュメントの新バージョンを作成できなくなります。 

ドキュメントをチェックアウトする手順は、次のとおりです。

1. ドキュメントをフェッチします。

2. ドキュメントがバージョニング対象であることを確認します。

3. 新バージョンを作成する VersionSeriesをフェッチします。

4. VersionSeriesがまだ予約されていないことと、ドキュメントの Familyがロックされて
いないことを確認します。

5. reserveNext()メソッドをコールして VersionSeries を予約します。reserveNext()
メソッドは、他のユーザーがそのシリーズの新バージョンを作成できないように
VersionSeriesを予約します。

例例例例 14-3 ドキュメントのチェックアウトドキュメントのチェックアウトドキュメントのチェックアウトドキュメントのチェックアウト

1. アプリケーションがすでにドキュメントを取得しているとします。

Document doc ...

2. ドキュメントがバージョニング対象であることを確認します。

if (doc.isVersioned())
{

3. 新バージョンが含まれる VersionSeriesをフェッチします。この場合は
PrimaryVersionSeriesを予約しています。

    Family family = doc.getFamily();
    VersionSeries vs = family.getPrimaryVersionSeries();

4. VersionSeriesがまだ予約されていないことと、ドキュメントの Familyがロックされて
いないことを確認します。

    if (!vs.isReserved() && !family.isLocked())
    {
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5. reserveNext()メソッドをコールして VersionSeriesを予約します。reserveNext()
メソッドは、他のユーザーがそのシリーズの新バージョンを作成できないように
VersionSeriesを予約します。

     vs.reserveNext(null,
                   "File Reserved By " + 
                    session.getDirectoryUser().getDistinguishedName());
    }
}

保留中の変更の保持保留中の変更の保持保留中の変更の保持保留中の変更の保持
reserveNext()メソッドは、コールされてドキュメントをチェックアウトするときに、そ
のドキュメントの 終バージョンに基づいて新規 Documentインスタンスを作成してから、
VersionSeriesの PendingPublicObject属性を Documentインスタンスに設定します。
PendingPublicObjectは、チェックアウト中にドキュメントに対して行われたすべての変更
内容の一時的な保留場所として機能します。ドキュメントの反復は、それぞれ Oracle 9iFSに
Documentインスタンスとして記録され、VersionSeriesの PendingPublicObject属性で参照
されます。

保留中の変更を保持するために、アプリケーションは PendingPublicObject属性で参照され
るドキュメントを次の手順でフェッチし、更新できます。

1. ドキュメントをフェッチします。

2. ドキュメントがバージョニング対象であることを確認し、VersionSeriesをフェッチしま
す。

3. VersionSeriesが現行のユーザーにより予約済みであることを確認し、
PendingPublicObjectをフェッチします。

4. 変更内容を PendingPublicObjectに保持するように、DocumentDefinitionを作成しま
す。

5. 変更内容で PendingPublicObjectを更新します。

例例例例 14-4 保留中の変更の保持保留中の変更の保持保留中の変更の保持保留中の変更の保持

1. アプリケーションですでにドキュメントを取得しているとします。

Document doc .....

2. ドキュメントがバージョニング対象であることを確認し、VersionSeriesをフェッチしま
す。

if (doc.isVersioned())
{
  Family.family = doc.getFamily();
  VersionSeries vs = family.getPrimaryVersionSeries();
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3. ドキュメントが現行のユーザーによりチェックアウトされていることを確認し、
PendingPublicObjectをフェッチします。

    if (vs.isReservedByCurrentUser() )
    {
        PublicObject ppo = vs.getPendingPublicObject();

4. 変更内容を保持する DocumentDefinitionを作成します。

        DocumentDefinition dd = (DocumentDefinition) ppo.getDefinition();
        dd.setContent("Changed content.");
        

5. 変更内容で PendingPublicObjectを更新します。

        ppo.update(dd);
    }
}

新バージョンのチェックイン新バージョンのチェックイン新バージョンのチェックイン新バージョンのチェックイン
作成者がドキュメントを変更し終わった後に、変更内容をドキュメントの新バージョンとし
てチェックインできます。ドキュメントの新バージョンをチェックインする手順は、次のと
おりです。

1. ドキュメントをフェッチします。

2. ドキュメントがバージョニング対象であることを確認し、VersionSeriesをフェッチしま
す。

3. VersionSeriesが現行のユーザーにより予約済みであることを確認し、
PendingPublicObjectをフェッチします。

4. PendingPublicObjectが NULLでないことを確認し、新バージョンの
VersionDescriptionDefinitionを作成します。

5. newVersion()メソッドをコールしてドキュメントの新バージョンを作成します。

例例例例 14-5 新バージョンのチェックイン新バージョンのチェックイン新バージョンのチェックイン新バージョンのチェックイン

1. アプリケーションですでにドキュメントを取得しているとします。

Document doc .....

2. ドキュメントがバージョニング対象であることを確認し、VersionSeriesをフェッチしま
す。

if (doc.isVersioned())
{
    Family family = doc.getFamily();
    VersionSeries vs = family.getPrimaryVersionSeries();
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3. ドキュメントが現行のユーザーによりチェックアウトされていることを確認し、
PendingPublicObjectをフェッチします。

    if (vs.isReservedByCurrentUser() )
    {
       PublicObject ppo = vs.getPendingPublicObject();

4. PendingPublicObjectが NULLでないことを確認し、新バージョンの
VersionDescriptionDefinitionを作成します。

       if (ppo != null)
       {
          vdd = new VersionDescriptionDefinition( session );
          vdd.setAttribute(vd.REVISIONCOMMENT_ATTRIBUTE,
              AttributeValue.newAttributeValue(
               "Updated document to incorporate review comments."));

5. ドキュメントの新バージョンを作成します。

          vd = vs.newVersion(vdd);
       }
    }
}

ドキュメントのチェックアウトの取消しドキュメントのチェックアウトの取消しドキュメントのチェックアウトの取消しドキュメントのチェックアウトの取消し
ドキュメントのチェックアウト中に、いつでもチェックアウトを取り消すことができます。
チェックアウトを取り消すと、PendingPublicObjectに一時的に保持されている変更内容が
破棄され、他のユーザーがドキュメントをチェックアウトできるように VersionSeriesが解
放されます。

ドキュメントのチェックアウトを取り消す手順は、次のとおりです。

1. ドキュメントをフェッチします。

2. ドキュメントがバージョニング対象であることを確認し、VersionSeriesをフェッチしま
す。

3. VersionSeriesが現行のユーザーにより予約されていることを確認します。

4. VersionSeriesの unReserve()メソッドをコールします。
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例例例例 14-6 ドキュメントのチェックアウトの取消しドキュメントのチェックアウトの取消しドキュメントのチェックアウトの取消しドキュメントのチェックアウトの取消し

1. アプリケーションですでにドキュメントを取得しているとします。

Document doc .....

2. ドキュメントがバージョニング対象であることを確認し、VersionSeriesをフェッチしま
す。

if (doc.isVersioned())
{
    Family family = doc.getFamily();
    VersionSeries vs = family.getPrimaryVersionSeries();

3. ドキュメントが現行のユーザーによりチェックアウトされていることを確認します。

    if (vs.isReservedByCurrentUser() )
    {

4. VersionSeriesの unReserve()メソッドをコールしてチェックアウトを取り消します。

      vs.unReserve();
    }
}

ドキュメント履歴の表示ドキュメント履歴の表示ドキュメント履歴の表示ドキュメント履歴の表示
ドキュメントがバージョニングされた後は、そのドキュメントに対して行われたすべての変
更の履歴を取得し、保存されているすべてのドキュメント・バージョンにアクセスできま
す。ドキュメントの履歴を表示する手順は、次のとおりです。

1. ドキュメントをフェッチします。

2. ドキュメントがバージョニング対象であることを確認し、VersionSeriesをフェッチしま
す。

3. VersionSeries内の VersionDescriptionをフェッチして履歴情報を選択します。

例例例例 14-7 ドキュメント履歴の表示ドキュメント履歴の表示ドキュメント履歴の表示ドキュメント履歴の表示

1. アプリケーションですでにドキュメントを取得しているとします。

Document doc .....

2. ドキュメントがバージョニング対象であることを確認し、VersionSeriesをフェッチしま
す。

if (doc.isVersioned())
{
    Family family = doc.getFamily();
    VersionSeries vs = family.getPrimaryVersionSeries();
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3. VersionSeries内の VersionDescriptionをフェッチして履歴情報を選択します。

    VersionDescription[] versions = vs.getVersionDescriptions();

    Document docVersion;
    Date lastModifyDate;
    Long size;
    PublicObject version;
    String docVersionName, format, lastModifier, revisionComment;
    VersionDescription vd;

    for (int i = 0; i < versions.length; i++)
    {
      vd = versions[i];
      version = vd.getPublicObject();
      versionName = version.getName();
      lastModifier = version.getLastModifier().getName();
      lastModifyDate = version.getLastModifyDate();
      revisionComment = vd.getRevisionComment();

      if (docVersion instanceof Document)
      {
        docVersion = (Document) version;
        format = docVersion.getFormat().getName();
        size = docVersion.getContentSize();
      }
    }
}

特定のドキュメント・バージョンの削除特定のドキュメント・バージョンの削除特定のドキュメント・バージョンの削除特定のドキュメント・バージョンの削除
作成された各バージョンはリポジトリに保存されるため、ドキュメントをバージョニングす
ると、システムの記憶領域とパフォーマンスに影響します。エンド・ユーザーに、不要な
バージョンを削除してリポジトリ内の情報量を減らすように許可できます。

ドキュメント・バージョンを削除する手順は、次のとおりです。

1. 削除するバージョンの VersionDescriptionをフェッチします。

2. オプションで、削除前に VersionDescriptionが 新バージョンでないことを確認しま
す。

3. VersionDescriptionを削除します。
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例例例例 14-8 特定のドキュメント・バージョンの削除特定のドキュメント・バージョンの削除特定のドキュメント・バージョンの削除特定のドキュメント・バージョンの削除

1. アプリケーションが削除するバージョンの VersionDescriptionをすでに取得していると
します。

VersionDescription vd .....

2. オプションで、VersionDescriptionが VersionSeries内の 新バージョンでないことを確
認します。

if (!vd.isLatestVersionDescription())
{

3. VersionDescriptionを削除します。

    vd.free();
}

バージョニング対象ドキュメントの削除バージョニング対象ドキュメントの削除バージョニング対象ドキュメントの削除バージョニング対象ドキュメントの削除
バージョン対象ドキュメントを削除するのは、バージョニング対象外ドキュメントの場合と
同様に簡単です。ドキュメントの Familyで free()メソッドがコールされると、Oracle 9iFS
は自動的にそのバージョニング・コンポーネントを削除します。これには、VersionSeries、
VersionDescriptionsおよびそのドキュメントのバージョンを表す Documentの全インスタ
ンスが含まれます。

例例例例 14-9 バージョニング対象ドキュメントの削除バージョニング対象ドキュメントの削除バージョニング対象ドキュメントの削除バージョニング対象ドキュメントの削除

1. アプリケーションですでにドキュメントの Familyを取得しているとします。

Document doc .....
Family family = doc.getFamily();

2. ファミリがロックされていないことを確認します。

if (!family.isLocked())
{

3. ファミリを削除します。

    family.free();
}
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フォルダへのバージョニング対象ドキュメントの格納フォルダへのバージョニング対象ドキュメントの格納フォルダへのバージョニング対象ドキュメントの格納フォルダへのバージョニング対象ドキュメントの格納
フォルダを使用すると、ドキュメントへのアクセスを編成し、リポジトリを通じてブラウズ
できます。バージョニング対象外のドキュメントをフォルダに格納すると、フォルダはその
ドキュメント、つまり Documentクラスのインスタンスを直接参照します。 ただし、ドキュ
メントがバージョニング対象の場合、フォルダはそのドキュメントのすべてのコンポーネン
ト、つまり Family、VersionSeriesまたは VersionDescriptionを参照できます。これは、
様々な目的でドキュメントのライフサイクル中の特定時点に簡単にアクセスできる方法を、
ユーザーに提供する場合に役立ちます。

たとえば、Release 1.0 Documentation Setフォルダが、Oracle 9iFS 1.0でリリースされたド
キュメントを含むように作成されているとします。このフォルダは、そのリリースで配信さ
れたドキュメントの特定バージョンである Version 3を参照します。そのためには、Version 
3を表す VersionDescriptionをフォルダに格納します。

例例例例 14-10 フォルダへの特定のドキュメント・バージョンの格納フォルダへの特定のドキュメント・バージョンの格納フォルダへの特定のドキュメント・バージョンの格納フォルダへの特定のドキュメント・バージョンの格納

1. フォルダに格納するドキュメント・バージョンの VersionDescriptionを取得します。

VersionDescription vd = ...

2. フォルダを取得します。

Folder f = .....

3. Folderに VersionDescriptionを追加します。

f.addItem(vd);

Future Documentationフォルダを作成し、Oracle 9iFSの次のリリース用に開発中のドキュ
メント・セットを格納できます。この場合、このフォルダはWork-in-Progress 
VersionSeriesを参照します。作成者は、ここからドキュメントにアクセスし、
Work-in-Progress VersionSeriesの 新バージョンを取得できます。

注意注意注意注意 : このリリースの Oracle 9iFSクライアントでは、VersionSeriesお
よび VersionDescriptionのフォルダ格納はサポートされていません。これ
らのオブジェクトをフォルダに格納するカスタム・アプリケーションを構
築する場合は、デフォルトの Oracle 9iFSクライアントのかわりに、フォ
ルダに格納されたオブジェクトにアクセスするカスタム・ユーザー・イン
タフェースを構築する必要があります。
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例例例例 14-11 フォルダへの特定のフォルダへの特定のフォルダへの特定のフォルダへの特定の VersionSeriesの格納の格納の格納の格納

1. フォルダを取得します。

Folder f = ....

2. フォルダに格納する VersionSeriesを取得します。

Document doc = ....
Family family = doc.getFamily();
VersionSeries[] vss = family.getVersionSeries();

int i;
String vsName;
VersionSeries vs;

for (i = 0; i < vss.length; i++)
{
  vs = vss[i];
  vsName = vs.getName();

  if (vsName equals ("Work-in-Progress"))
  {

3. Folderに VersionSeriesを追加します。

    f.addItem(vs);
    break;
  }
}

ユーザーがドキュメントの 新の発行済みバージョンに簡単にアクセスできるように、
Current Documentationフォルダを作成できます。そのためには、ドキュメントの Family
をフォルダに格納します。一般のコンシューマは、ドキュメントのプライマリ・バージョ
ン・シリーズのデフォルト・バージョン Published VersionSeriesとして指定されているド
キュメント・バージョンにアクセスできます。

例例例例 14-12 フォルダへのドキュメントのフォルダへのドキュメントのフォルダへのドキュメントのフォルダへのドキュメントの Familyの格納の格納の格納の格納

1. フォルダを取得します。

Folder f = ....

2. ドキュメントの Familyを取得します。

Document doc = ....
Family family = doc.getFamily();
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3. Folderに Familyを追加します。

f.addItem(f);

ドキュメントをバージョニング対象にすると、ドキュメントを含むすべてのフォルダを、そ
のドキュメントの Familyを参照するように更新できます。ドキュメントのファミリを参照
すると、エンド・ユーザーはドキュメントの 初のバージョンではなく 新バージョンを取
得することが保証されます。

例例例例 14-13 ドキュメントをバージョニング対象にする場合のフォルダの更新ドキュメントをバージョニング対象にする場合のフォルダの更新ドキュメントをバージョニング対象にする場合のフォルダの更新ドキュメントをバージョニング対象にする場合のフォルダの更新

1. アプリケーションがすでにドキュメントを取得しているとします。

Document doc = ....

2. ドキュメントをバージョニング対象にします。

FamilyDefinition fd = new FamilyDefinition ( session );
fd.setAttribute( PublicObject.NAME_ATTRIBUTE ,
                 AttributeValue.newAttributeValue ( po.getName() ) );
AccessControlList acl = doc.getAcl();
fd.setAttribute(PublicObject.ACL_ATTRIBUTE,
                AttributeValue.newAttributeValue(acl));

VersionSeriesDefinition vsd = new VersionSeriesDefinition(session);
vsd.setFamilyDefinition(fd);

VersionDescriptionDefinition vdd = 
      new VersionDescriptionDefinition(session);
vdd.setPublicObject(doc);
vdd.setVersionSeriesDefinition(vsd);
vdd.setOwnerBasedOnPublicObjectOption ( true );

3. トランザクションを開始します。

Transaction transaction = session.beginTransaction(); 

4. tryブロックを開始して操作をテストし、例外をキャッチします。

try 
{
   VersionDescription vd = 
     (VersionDescription) session.createPublicObject(vdd);

5. ドキュメントの Familyを取得します。

   VersionSeries vs = vd.getVersionSeries();
   Family family = vs.getFamily();
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6. ドキュメントを参照するすべてのフォルダをフェッチします。

   Folder fldr;
   Folder[] fldrs = 
      doc.getFolderReferences();

7. 各フォルダを、Documentインスタンスのかわりにドキュメントの Familyを参照する
ように更新します。

   for(i=0; i < fldrs.length; i++)
   {
      fldr = fldrs[i];
      fldr.removeItem(doc);
      fldr.addItem(family);
   }

   session.completeTransaction(transaction);
}
catch (IfsException e)
{
  session.abortTransaction(transaction);
  throw e; 
}

注意注意注意注意 :

� Oracle 9iFSで VersionDescription、VersionSeriesまたは Familyからア
クセスされたときに戻すドキュメントのバージョンを解決する方法
は、「バージョニング対象ドキュメントの解決」を参照してください。

� 例 14-13では、ドキュメントがバージョニング対象のときに、すべて
のフォルダが更新されることを保証するようにトランザクションを使
用しています。Oracle 9iFSのトランザクション管理機能の使用方法
は、第 16章「セッションおよびトランザクションの管理」を参照し
てください。
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バージョニング対象ドキュメントの解決バージョニング対象ドキュメントの解決バージョニング対象ドキュメントの解決バージョニング対象ドキュメントの解決
ユーザーがバージョニング対象ドキュメントの表示を試みる場合に、現行の状態を表すのは
どのバージョンであるかを考えます。Oracle 9iFSのバージョニング・モデルでは、ドキュメ
ントの現行の状態の解決方法を制御できます。また、アプリケーションでは、ドキュメント
の状態がバージョニング・モデルがアクセス中のノードに応じて異なる方法で解決されるよ
うに、バージョニング対象ドキュメントを構成できます。

図 14-4「分岐バージョニング・モデル」の例では、アプリケーションは Familyオブジェク
トをフォルダに格納することで、Publicationsフォルダ内の Product Planドキュメントの公
式リリース・バージョンへのアクセスを提供できます。ユーザーが Familyオブジェクト経
由で Product Planの内容の表示を試みると、Oracle 9iFSは自動的にその Familyの
PrimaryVersionSeriesの 新バージョンである Published Seriesの内容を戻します。

図図図図 14-4 分岐バージョニング・モデル分岐バージョニング・モデル分岐バージョニング・モデル分岐バージョニング・モデル

Oracle 9iFSには、特定バージョン（VersionDescription）、バージョンの特定シリーズ
（VersionSeries）または「有効ドキュメント」（Family）の現行の状態を表すドキュメントを
自動的に解決できるように、getResolvedPublicObject()メソッドが用意されていま
す。アプリケーションでは、Familyおよび VersionSeriesの特定の属性を使用して、ドキュ
メントの状態の解決方法を制御できます。

getResolvedPublicObject()メソッドは、バージョニング対象ドキュメントの各コン
ポーネントの解決に使用される場合に、次のロジックを使用します。

� VersionDescription。VersionDescriptionオブジェクトの
getResolvedPublicObject()メソッドがコールされると、Oracle 9iFSは
VersionDescriptionの PublicObject属性で参照されるドキュメントを戻します。 
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図 14-4「分岐バージョニング・モデル」の例では、Published Seriesの Version 2は、
PublicObject属性で参照される Design Specに解決されます。

� VersionSeries。getResolvedPublicObject()メソッドが VersionSeriesでコールさ
れると、Oracle 9iFSは VersionSeriesの DefaultVersionDescription属性で参照される
VersionDescriptionについて、解決済みの PublicObjectを戻します。
DefaultVersionDescription属性は、バージョニング・アプリケーションで明示的に設定
する必要があります。この属性が設定されていない場合、Oracle 9iFSは VersionSeries
の LastVersionDescription属性で参照される VersionDescriptionについて、解決済みの
PublicObjectを戻します。LastVersionDescription属性は Oracle 9iFSによりメンテナン
スされ、VersionSeries内の 後の VersionDescriptionを参照します。明示的には設定
できません。 

図 14-4「分岐バージョニング・モデル」の例では、Internal Series VersionSeriesの解決
済み PublicObjectは、Version 3で参照される Design Specです。ただし、Internal 
Series DefaultVersionDescriptionが Version 1に設定されていると、Oracle 9iFSは
Requirements Specを戻します。

� Family。getResolvedPublicObject()メソッドがドキュメントの Familyでコール
されると、Oracle 9iFSは Familyの DefaultVersionDescription属性で参照される
VersionDescriptionについて、解決済みの PublicObjectを戻します。
DefaultVersionDescription属性は、バージョニング・アプリケーションで明示的に設定
する必要があります。この属性が設定されていない場合、Oracle 9iFSは Familyの
PrimaryVersionSeriesについて解決済み PublicObjectを戻します。 

図 14-4「分岐バージョニング・モデル」の例では、Published Seriesが Product Planの
PrimaryVersionSeriesの場合、Oracle 9iFSは Version 2で参照される Design Specを戻
します。ただし、Product Planの DefaultVersionDescriptionが Internal Seriesの
Version 3に設定されていると、Oracle 9iFSは Version 3で参照されるDesign Specを戻
します。

例 14-14に、バージョニング対象ドキュメントの各コンポーネントで
getResolvedPublicObject()メソッドを使用する方法を示します。

例例例例 14-14 バージョニング対象ドキュメントのバージョニング対象ドキュメントのバージョニング対象ドキュメントのバージョニング対象ドキュメントの PublicObjectの解決の解決の解決の解決

1. アプリケーションがすでにドキュメントを取得しているとします。

Document doc = ....

2. Documentインスタンスの getResolvedPublicObject()メソッドをコールすると、それ自
体のみが戻されます。

PublicObject rpo = doc.getResolvedPublicObject();
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3. ドキュメントの Familyの getResolvedPublicObject()メソッドをコールすると、Family
の 後の DefaultVersionDescription属性で参照される Documentインスタンス、
PrimaryVersionSeriesの DefaultVersionDescriptionまたは PrimaryVersionSeries内の
後の VersionDescriptionが戻されます。

Family family = doc.getFamily();
PublicObject rpo = family.getResolvedPublicObject();

4. VersionSeriesの getResolvedPublicObject()メソッドをコールすると、VersionSeriesの
DefaultVersionDescriptionが参照する Documentインスタンスまたは VersionSeries内
の LastVersionDescriptionが戻されます。

VersionSeries vs = doc.getVersionSeries();
PublicObject rpo = vs.getResolvedPublicObject();

5. VersionDescriptionの getResolvedPublicObject()メソッドをコールすると、
VersionDescriptionで参照される Documentインスタンスが戻されます。

VersionDescription vd = vs.getLastVersionDescription();
PublicObject rpo = vd.getResolvedPublicObject();

サンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード
Oracle 9iFSは、Java APIの操作開始の出発点として役立つサンプル・コードとともにイン
ストールされます。 この APIサンプル・コードは、<ORACLE_HOME>/9ifs/samplecode
/oracle/ifs/examples/apiディレクトリにあります。

表 14-5に、この章に関連する APIサンプル・コードを示します。

表表表表 14-5 APIサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード

クラスクラスクラスクラス 使用方法使用方法使用方法使用方法

VersioningSample.java ドキュメントをバージョニングします。
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セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ

この章では、Oracle 9iFSで情報を保護する方法について説明します。この章の内容は、次の
とおりです。

� セキュリティの概要

� リポジトリへのアクセスの管理

� PublicObjectへのアクセスの管理

� ClassObjectへのアクセスの管理

� オブジェクトへの暗黙的なアクセス権の付与

� サンプル・コード
リティ 15-1



セキュリティの概要
セキュリティの概要セキュリティの概要セキュリティの概要セキュリティの概要
どのようなコンテンツ管理アプリケーションの場合も、根本的な要件は情報へのアクセス方
法を保護することです。 Oracle 9iFSには確実なインタフェース・セットが用意されており、
アプリケーションで情報の保護についてファイングレイン・アクセス・コントロールを行
い、エンド・ユーザーが情報にアクセスできるような広範囲のセキュリティ・レベルを定義
できます。

Oracle 9iFSでは、セキュリティが次の 2つのレベルで管理されます。 

� リポジトリ・レベルのセキュリティ

� オブジェクト・レベルのセキュリティ

リポジトリ・レベルのセキュリティリポジトリ・レベルのセキュリティリポジトリ・レベルのセキュリティリポジトリ・レベルのセキュリティ
ユーザーが Oracle 9iFSに格納されている情報へのアクセスを試みると、Oracle 9iFSは 初
にそのユーザーがリポジトリへのアクセス権を持っているかどうかを判断します。 Oracle 
9iFSでは、リポジトリにアクセスできるユーザー全員のディレクトリがメンテナンスされま
す。 ユーザーに対してリポジトリへのアクセスを許可する前に、Oracle 9iFSはそのユーザー
の資格証明を認証します。認証を受けたユーザーは、情報について定義されたオブジェク
ト・レベルのセキュリティ制約の範囲内で、リポジトリ内の情報をブラウズ、検索および操
作できます。

Oracle 9iFSでは、各ユーザーによるリポジトリの操作方法も制御されます。 また、ユーザー
の識別名、ホーム・フォルダ、コンテンツ・クオータおよびデフォルト ACLなど、ユー
ザーの作業環境のプロファイルがメンテナンスされます。このプロファイルを拡張し、アプ
リケーションに固有の他の作業環境を含めることができます。

Oracle 9iFSを使用すると、ユーザー・グループを定義して作成し、ユーザーによる情報への
アクセスを簡単に管理できます。グループにより、共通の要素を持つユーザーの集合が編成
されます。グループに他のグループを含めて、ユーザーの包含階層を作成できます。 Oracle 
9iFSを拡張し、カスタム・タイプのグループを定義して、そのタイプのグループに関連する
属性と動作を持たせることができます。ユーザー・グループを定義して作成した後は、ユー
ザーをグループに割り当てることで、一度に複数のユーザーに権限とコンテンツ・クオータ
を割り当てることができます。

オブジェクト・レベルのセキュリティオブジェクト・レベルのセキュリティオブジェクト・レベルのセキュリティオブジェクト・レベルのセキュリティ
Oracle 9iFSでは、ユーザーがリポジトリ内の各オブジェクトにアクセスする方法を制御でき
ます。オブジェクトへのアクセスを制御するには、次の 3つの方法があります。

� PublicObjectへのアクセスの管理へのアクセスの管理へのアクセスの管理へのアクセスの管理。PublicObjectに対するアクセス権を定義して、特定
のドキュメント、フォルダおよび他のタイプの情報を検出、読込み、変更および削除で
きるユーザーを制御できます。 

� ClassObjectへのアクセスの管理へのアクセスの管理へのアクセスの管理へのアクセスの管理。ClassObjectに対するアクセス権を定義して、特定タ
イプの情報を作成したり検索できるユーザーを制御できます。 
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� オブジェクトへの暗黙的なアクセス権の付与オブジェクトへの暗黙的なアクセス権の付与オブジェクトへの暗黙的なアクセス権の付与オブジェクトへの暗黙的なアクセス権の付与。ユーザーをオブジェクトの所有者に指定
して、オブジェクトへのすべてのアクセス権を暗黙的に付与したり、ユーザーをシステ
ム管理者にして、リポジトリ内の全情報へのすべてのアクセス権を暗黙的に付与するこ
ともできます。

PublicObjectへのアクセスの管理へのアクセスの管理へのアクセスの管理へのアクセスの管理
PublicObjectに対するアクセス権は、AccessControlListで管理します。ユーザーが
PublicObjectへのアクセスを試みるたびに、Oracle 9iFSはまず対応付けられている
AccessControlListをチェックして、そのユーザーに適切な権限が付与されているかどうかを
確認します。

AccessControlListは、PublicObjectへのアクセス権が付与または取り消されているユーザー
およびグループのリストです。ユーザーまたはグループのアクセス権を付与または取り消す
たびに、AccessControlListにエントリが追加されます。Oracle 9iFSでは、
AccessControlList内で作成された順に AccessControlEntryが集計され、PublicObjectへの
ユーザーの有効アクセスが解決されます。各 AccessControlListは Oracle 9iFS内で独立して
定義され、1つ以上の PublicObjectに適用されます。このため、PublicObjectについて共通
のセキュリティ・レベルを一元的に管理できます。

いずれのユーザーも、AccessControlListを作成できます。AccessControlListの作成時に、
ユーザーはそれを PublicObjectに適用して AccessControlListのエントリを管理できる他の
ユーザーを決定できます。これにより、ユーザーは各自の情報へのアクセス管理に使用する
個人用 AccessControlListを作成したり、AccessControlListを共有にして他のユーザーと共
同で作業する情報へのアクセスを管理できます。また、管理者は特殊なタイプの
AccessControlListである SystemAccessControlListを作成し、Oracle 9iFSユーザーはリポジ
トリ内の情報に適用できるシステム単位のセキュリティ・レベルを定義できます。

AccessControlListを使用すると、Discover、GetContent、SetAttribute、SetContent、およ
び Deleteなど、Oracle 9iFSにより定義される標準的な権限を付与または取り消すことがで
きますが、Oracle 9iFSではカスタム権限も定義できます。拡張権限を定義して、カスタム・
アプリケーションの動作へのアクセスを管理できます。また、ユーザーが PublicObjectのセ
キュリティを簡単に管理できるように、権限をグループ化して、より広範囲なアクセス・レ
ベルを定義することも可能です。

ClassObjectへのアクセスの管理へのアクセスの管理へのアクセスの管理へのアクセスの管理
第 5章「コンテンツ・タイプと属性の拡張」で説明したように、各コンテンツ・タイプは
ClassObjectにより定義されます。ClassObjectの ClassAccessControlListを定義して、コン
テンツ・タイプのインスタンスを作成したり検索できるユーザーおよびグループを制御でき
ます。
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リポジトリへのアクセスの管理
暗黙的なアクセス制御暗黙的なアクセス制御暗黙的なアクセス制御暗黙的なアクセス制御
ユーザーには、オブジェクト所有者またはシステム管理者になることで、リポジトリ内の情
報へのすべてのアクセス権が暗黙的に付与されます。Oracle 9iFS内でオブジェクト所有者と
して指定されたユーザーには、そのオブジェクトへのすべてのアクセス権が付与されます。
管理者として指定されたユーザーには、リポジトリ内の全情報へのすべてのアクセス権が付
与されます。アクセス権は Oracle 9iFSにより暗黙的に付与されるため、オブジェクトの
AccessControlListにより適用されるのではなく、それにかわって適用されます。

リポジトリへのアクセスの管理リポジトリへのアクセスの管理リポジトリへのアクセスの管理リポジトリへのアクセスの管理
この項では、Oracle 9iFSでディレクトリを使用してリポジトリにアクセスする方法について
説明します。この項の内容は、次のとおりです。

� ディレクトリの機能

� ディレクトリ構造

� DirectoryUserおよび PrimaryUserProfileの作成、変更および削除

� ExtendedUserProfileクラスの定義

� DirectoryUserへの ExtendedUserProfileの適用

� DirectoryGroupの作成、変更および削除

� カスタム・グループ・クラスの定義

� カスタム・グループの作成、変更および削除

� DirectoryUserの認証

ディレクトリの機能ディレクトリの機能ディレクトリの機能ディレクトリの機能
Oracle 9iFSでは、リポジトリにアクセスできるユーザー全員のディレクトリがメンテナンス
されます。ディレクトリには、ユーザーの識別名、管理者かどうか、認証方法、リポジトリ
での作業方法など、ユーザーに関する情報が格納されます。また、Oracle 9iFSのディレクト
リではグループが管理されます。グループを使用すると、ユーザーを階層形式で編成し、分
類し、複数のユーザーが共通して保持するアクセス権限を割り当てることができます。

ユーザーの認証ユーザーの認証ユーザーの認証ユーザーの認証
ユーザーに対してリポジトリへのアクセスを許可する前に、Oracle 9iFSはそのユーザーの資
格証明を認証します。 初に、ユーザーは識別名によりディレクトリ内で識別されます。次
に、ユーザーのパスワードが資格証明マネージャと対照して検証されます。各ユーザー・ア
カウントは、そのユーザーのパスワードの認証に使用される資格証明マネージャに対応付け
られます。このリリースの Oracle 9iFSには、ユーザー全員の認証に使用されるビルトイン
の資格証明マネージャが用意されています。今後のリリースでは、外部資格証明マネージャ
がサポートされます。
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リポジトリへのアクセスの管理
ユーザー・プロファイルの作成ユーザー・プロファイルの作成ユーザー・プロファイルの作成ユーザー・プロファイルの作成
Oracle 9iFS内の各ユーザー・アカウントは、そのユーザーのリポジトリでの作業に関する設
定項目が格納される 1つ以上のプロファイルに対応付けられています。Oracle 9iFSでは、プ
ライマリ・ユーザー・プロファイルに格納される標準設定項目セットが定義されます。この
標準設定項目には、ユーザーのホーム・フォルダ（ユーザーの個人用作業領域）、コンテン
ツ・クオータ（ユーザーに割り当てられた記憶領域の量）およびデフォルト ACL（ユー
ザーが作成するオブジェクトにデフォルトで適用される AccessControlList）が含まれていま
す。

Oracle 9iFSでは、拡張ユーザー・プロファイルを作成して、ユーザーに関するカスタム設定
項目を格納できます。たとえば、カスタムWebアプリケーションでユーザーのリポジトリ・
ビューを個別設定する設定項目を格納できます。 

ユーザーのグループ化ユーザーのグループ化ユーザーのグループ化ユーザーのグループ化
Oracle 9iFSでは、ユーザーを階層形式でグループとして編成できます。グループは、共通の
要素を持つユーザーの集合を表します。たとえば、ユーザーが持つ様々なロールを表すグ
ループ（Manager、Developer、Writerなど）を作成する方法があります。また、会社の部
門やプロジェクトを表すグループ（Marketing、Sales、Developmentなど）を作成する方法
もあります。グループに他のグループを含めて、ユーザーの包含階層を作成できます。 たと
えば、Oracleグループに Server Technologiesグループを含め、Server Technologiesグルー
プには Oracle 9iFS、Oracle Textおよび Oracle interMediaグループを含めることができま
す。 

グループにより、ユーザーの集合に関する情報にセキュリティを簡単に施行できます。グ
ループには、リポジトリ内のオブジェクトへのアクセス権を付与できます。たとえば、
AccessControlEntryの GranteeとしてManagerグループを指定する AccessControListを作
成し、すべてのマネージャにリポジトリ内のドキュメントへの読取りアクセス権を付与でき
ます。これにより、アクセス権をユーザーごとに定義するのではなく、そのグループのユー
ザー全員に対して一度にすばやく定義できます。グループのユーザーを追加または削除する
と、そのグループの現行のメンバーにアクセス権が動的に付与されます。

Oracle 9iFSでは、特別な属性と動作を持つカスタム・グループ・タイプを定義できます。た
とえば、属性 VicePresidentおよびMissionStatementを持つ Organizationグループ・タイ
プを作成できます。グループ・タイプは、属性と動作を継承するように階層形式で定義でき
ます。たとえば、属性 AddressおよびMainPhoneNumberを持つグループ・タイプ
Companyを作成してから、この 2つの属性を継承するサブグループ・タイプ Partnerを作
成し、属性 ContractNumberを追加できます。
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リポジトリへのアクセスの管理
ディレクトリ構造ディレクトリ構造ディレクトリ構造ディレクトリ構造
Oracle 9iFSには、ユーザーとグループの管理用にクラス・セットが用意されています。 クラ
ス DirectoryUserおよび DirectoryGroupは PublicObjectの派生クラスで、Oracle 9iFS
内の情報を操作するユーザーとグループを表すためのプライマリ・インタフェースとして機
能します。この 2つのクラスは、リポジトリでの操作に関する各ユーザーの設定項目と、
ユーザーをグループに関連付ける方法を表すための、少数の SystemObjectクラスでサポー
トされます。図 15-1に、Oracle 9iFS内のディレクトリ情報の構造を示します。

図図図図 15-1 ディレクトリ・オブジェクト・モデルディレクトリ・オブジェクト・モデルディレクトリ・オブジェクト・モデルディレクトリ・オブジェクト・モデル

DirectoryUser
各 Oracle 9iFSユーザーは、DirectoryUserクラスのインスタンスにより表されます。
DirectoryUserは、ユーザーの管理権限の割当て、ユーザーへの一意名の割当て、ユーザー
認証に使用する資格証明マネージャの指定など、ユーザーを管理するための属性とメソッド
を持っています。

表 15-1に、DirectoryUserで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

表表表表 15-1 DirectoryUserの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

AdminEnabled

isAdminEnabled()

setAdminEnabled()

ユーザーが Oracle 9iFSシステムでの管理権限を持って
いるかどうかを判断します。
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リポジトリへのアクセスの管理
ユーザー・プロファイル（プライマリおよび拡張）ユーザー・プロファイル（プライマリおよび拡張）ユーザー・プロファイル（プライマリおよび拡張）ユーザー・プロファイル（プライマリおよび拡張）
各 DirectoryUserは、ユーザーのホーム・フォルダやコンテンツ・クオータなど、ユーザー
によるリポジトリの操作方法に関する設定項目のプロファイルを持っています。Oracle 9iFS
では、次の 3つのクラスを使用してユーザー設定項目が管理されます。

� PrimaryUserProfileは、ユーザーのホーム・フォルダやコンテンツ・クオータなど、
Oracle 9iFSでデフォルトで定義されている設定項目を管理するための属性とメソッドを
持ちます。 

� ExtendedUserProfileには、カスタム設定項目を管理するための基本コンテンツ・タイ
プが用意されています。 

� ContentQuotaは、ユーザーが Oracle 9iFSリポジトリに格納できるコンテンツの量を管
理するために使用されます。

表 15-2に、PrimaryUserProfileで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

CredentialManager

getCredentialManager()

setCredentialManager()

ユーザーが Oracle 9iFSシステムにログインするときに、
ユーザーの資格証明の認証に使用される資格証明マネー
ジャを判断します。 

DistinguishedName

UniqueName

getDistinguishedName()

setDistinguishedName()

システム内でユーザーを一意に識別します。

表表表表 15-2 PrimaryUserProfileの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

ContentQuota

getContentQuota()

setContentQuota()

リポジトリへのコンテンツ格納に関するユーザーのク
オータを判断します。

DefaultACLs

getDefaultACLs()

setDefaultACLs()

ユーザーがリポジトリ内で作成する情報にデフォルトで
適用される AccessControlListを判断します。 

DefaultACLs属性は、デフォルトの AccessControlList
を含む PropertyBundleを参照します。

表表表表 15-1 DirectoryUserの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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表 15-3に、ExtendedUserProfileで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

表 15-4に、ContentQuotaで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

HomeFolder

getHomeFolder()

setHomeFolder()

ユーザーの個人用記憶領域として機能するフォルダを判
断します。ユーザーが Oracle 9iFSクライアントにログ
インすると、デフォルトでホーム・フォルダに置かれま
す。

HomeFolder属性は、ユーザーのホーム・フォルダとし
て機能する Folderのインスタンスを参照します。

表表表表 15-3 ExtendedUserProfileの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

Application

getApplication()

setApplication()

ExtendedUserProfileが適用されるカスタム・アプリ
ケーションを示します。同じ Oracle 9iFSシステム用に
複数のカスタム・アプリケーションを構築できます。各
ユーザーは、各アプリケーションでの操作用に異なるプ
ロファイルを持つことができます。

表表表表 15-4 ContentQuotaの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

AllocatedStorage

getAllocatedStorage()

setAllocatedStorage()

ユーザー用の記憶領域を割り当てます。

ConsumedStorage

calculateConsumedStorage()

getConsumedStorage()

ユーザーがクオータのうち消費した領域の量を判断しま
す。 

AssociatedPublicObject

getAssociatedPublicObject()

ContentQuotaが適用される PublicObjectを指定しま
す。

Enabled

isEnabled()

setEnabled()

ユーザーのコンテンツ・クオータが有効かどうかを判断
します。管理者は、ユーザーのコンテンツ・クオータを
無効化して、リポジトリ内で無制限の記憶領域を与える
ことができます。

表表表表 15-2 PrimaryUserProfileの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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DirectoryGroup
Oracle 9iFSでは、グループは DirectoryGroupおよび GroupMemberRelationshipという 2
つのコンテンツ・タイプで表されます。DirectoryGroupは PublicObjectの派生クラスのた
め、グループのメンバーシップを管理するためのプライマリ・インタフェースとして機能し
ます。GroupMemberRelationshipは SystemObjectの派生クラスであり、ユーザーとグルー
プ間の関係を表します。GroupMemberRelationshipのインスタンスは、各ユーザーまたは
グループのメンバーシップを表すように作成されます。

DirectoryGroupを拡張してグループを分類し、そのタイプのグループ専用の特別な属性と
動作を追加できます。たとえば、DirectoryGroupを拡張する Organizationグループを作成
し、属性 VicePresidentおよびMissionStatementを含めることができます。また、
GroupMemberRelationshipを拡張し、TeamRoleなど、Organizationグループの各ユーザー
のメンバーシップに関する特別なメタデータを管理できます。 

表 15-5に、DirectoryGroupで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

表 15-6に、GroupMemberRelationshipで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

表表表表 15-5 DirectoryGroupの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

addMember()

addMembers()

グループのメンバーとしてユーザーまたはグループ、あ
るいはその両方を追加します。

getAllMembers()

getAllUserMembers()

getDirectMembers()

isMember()

グループのメンバーであるユーザーまたはグループ、あ
るいはその両方を判断します。直接のメンバーは、この
グループに含まれる他のグループに属しているユーザー
やグループではなく、このグループに直接関連している
ユーザーまたはグループです。

removeMember()

removeMembers()

グループからユーザーまたはグループ、あるいはその両
方を削除します。

表表表表 15-6 GroupMemberRelationshipの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

LeftObject

getLeftObject()

LeftObject属性は DirectoryGroupを参照します。

RightObject

getRightObject()

RightObject属性は、DirectoryGroupに属しているユー
ザーまたはグループを参照します。
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DirectoryUserおよびおよびおよびおよび PrimaryUserProfileの作成、変更および削除の作成、変更および削除の作成、変更および削除の作成、変更および削除
Oracle 9iFSには、DirectoryUserを PrimaryUserProfileとともに作成、変更および削除でき
るように、次の 3つの方法が用意されています。

� XML。Oracle 9iFSへのインポート時に DirectoryObjectを自動的に定義する XMLファイ
ルを作成します。

� Java。Oracle 9iFS Java API経由で DirectoryObjectをプログラムで定義します。

� Oracle 9iFS Manager。Graphical User Interface（GUI）を使用して DirectoryObjectを
定義します。

XML  XMLファイルを使用して、DirectoryUserおよび PrimaryUserProfileを作成したり変更
できます。XMLファイルが Oracle 9iFSにインポートされると、IfsSimpleXmlParserは自動
的にそれを使用して DirectoryUserインスタンスを作成または変更します。
IfsSimpleXmlParserは、DirectoryUserを簡単に作成できるようにする特別な XMLスキーマ
SimpleUserをサポートします。SimpleUserスキーマを使用すると、DirectoryUserおよび
PrimaryUserProfileクラスに対応するスキーマの 2つの要素を含む XMLファイルを作成す
るのではなく、DirectoryUser属性と PrimaryUserProfile属性を同じ要素内で指定できます。
ただし、DirectoryUserおよび PrimaryUserProfileを XMLで更新するには、XMLファイル
のスキーマが、DirectoryUserクラスまたは PrimaryUserProfileクラスに対応している必要
があります。構文規則は、第 10章「XMLおよび Oracle Internet File System」を参照してく
ださい。

XMLを使用して DirectoryUserおよび PrimaryUserProfileを作成する方法と変更する方法
は、例 15-1および例 15-2を参照してください。

Java  Oracle 9iFS Java APIを使用すると、DirectoryUserおよび PrimaryUserProfileをプログ
ラムで作成、変更および削除できます。Oracle 9iFS Java APIのパッケージ
oracle.ifs.adk.userには特殊なヘルパー・クラス UserManagerが含まれており、
DirectoryUserを PrimaryUserProfileとともに簡単に作成したり削除できます。作成後に
DirectoryUserおよび PrimaryUserProfileを変更するには、それぞれのクラスで定義されて
いるメソッドを直接操作します。 

注意注意注意注意 : Oracle 9iFSでは、XMLを使用した DirectoryUserの削除はサポー
トされていません。

注意注意注意注意 : UserManagerクラスの詳細は、Oracle 9iFSの Javadocを参照して
ください。
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Java APIを使用して DirectoryUserおよび PrimaryUserProfileを作成、変更および削除する
方法は、例 15-4、例 15-5および例 15-6を参照してください。

Oracle 9iFSクライアントクライアントクライアントクライアント  Oracle 9iFSクライアントには、DirectoryUserおよび
PrimaryUserProfileの作成用の GUIが用意されています。

例例例例 15-1 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した DirectoryUserの作成の作成の作成の作成

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
<SIMPLEUSER>
  <USERNAME>gking</USERNAME>
  <PASSWORD>ifs</PASSWORD>
  <DISTINGUISHEDNAMESUFFIX>.ambiguity.com</DISTINGUISHEDNAMESUFFIX>
  <ADMINENABLED>true</ADMINENABLED>
  <HOMEFOLDERROOT>/home</HOMEFOLDERROOT>
  <EMAILADDRESSSUFFIX>@ambiguity.com</EMAILADDRESSSUFFIX>
</SIMPLEUSER>

例例例例 15-2 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した DirectoryUserの変更の変更の変更の変更

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
 <DIRECTORYUSER>
  <UPDATE RefType = "Name">gking</UPDATE>
  <DISTINGUISHEDNAME>gking.clarity.com</DISTINGUISHEDNAME>
 </DIRECTORYUSER>

例例例例 15-3 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した PrimaryUserProfileの変更の変更の変更の変更

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
 <PRIMARYUSERPROFILE>
  <UPDATE RefType = "Name">gking Primary Profile</UPDATE>
  <HOMEFOLDER RefType = "Path">/home/system</HOMEFOLDER>
 </PRIMARYUSERPROFILE>

例例例例 15-4 Javaを使用したユーザーの作成を使用したユーザーの作成を使用したユーザーの作成を使用したユーザーの作成

1. ユーザーを作成するには、管理モードを有効化する必要があります。

session.setAdministrationMode(true);

注意注意注意注意 : Oracle 9iFSクライアントで DirectoryUserを定義する手順は、
『Oracle Internet File Systemセットアップおよび管理ガイド』を参照して
ください。
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2. UserManagerの新規インスタンスを構成します。

// Creating an user using all the default options;
UserManager usermanager = new UserManager(session);

3. ユーザー・オプションを保持する HashTableを構成します。

Hashtable userOptions = new Hashtable();

userOptions.put(UserManager.ADMIN_ENABLED, new Boolean(true));
userOptions.put(UserManager.EMAIL_ADDRESS, "gking@oracle.com");

4. ユーザーを作成します。

DirectoryUser dUser = usermanager.createUser("gkings",
                                             "ifs",
                                             userOptions);

例例例例 15-5 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した DirectoryUserの変更の変更の変更の変更

1. 変更する DirectoryUserをフェッチします。

Collection duColl = session.getDirectoryUserCollection();
DirectoryUser dUser = (DirectoryUser) duColl.getItems("gking");

2. ユーザーを変更するには、管理モードを有効化する必要があります。

session.setAdministrationMode(true);

3. ユーザーの PrimaryUserProfileを更新し、このユーザーが作成するすべてのドキュメン
トとフォルダに関するデフォルト ACLを設定します。

PrimaryUserProfile pup = dUser.getPrimaryUserProfile();

Collection aclColl = session.getSystemAccessControlListCollection();
AccessControlList defaultAcl = (AccessControlList) aclColl.getItems("PUBLIC");

pup.putDefaultAcl("DOCUMENT", defaultAcl);
pup.putDefaultAcl("FOLDER", defaultAcl);

例例例例 15-6 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した DirectoryUserの削除の削除の削除の削除

1. ユーザーを削除するには、管理モードを有効化する必要があります。

session.setAdministrationMode(true);

2. 削除する DirectoryUserインスタンスをフェッチします。

Collection duColl = session.getDirectoryUserCollection();
DirectoryUser dUser = (DirectoryUser) duColl.getItems("gking");
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3. ユーザーの DistinguishedNameを取得します。

String distinguishedName = dUser.getDistinguishedName();

4. UserManagerオブジェクトをインスタンス化します。

UserManager manager = new UserManager(session);

5. 削除オプション・セットを設定します。

Hashtable options = new Hashtable();

6. ユーザーの DistinguishedNameを指定します。

options.put(UserManager.DISTINGUISHED_NAME,
        AttributeValue.newAttributeValue(distinguishedName));

7. ユーザーの HomeFolderを削除するように指定します。

options.put(UserManager.FREE_HOME_FOLDER,
        AttributeValue.newAttributeValue(true));
                

8. 資格証明マネージャ・ユーザーを削除するように指定します。

options.put(UserManager.FREE_CREDENTIAL_MANAGER_USER,
        AttributeValue.newAttributeValue(true));
                

9. このユーザーが所有する PublicObjectについて、所有者をシステムに変更するように指
定します。

options.put(UserManager.CHANGE_OWNER,
        AttributeValue.newAttributeValue(true));
options.put(UserManager.NEW_OWNER_USER_NAME,
        AttributeValue.newAttributeValue("system"));

10. ユーザーを削除します。

manager.deleteUser(distinguishedName, options);
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ExtendedUserProfileクラスの定義クラスの定義クラスの定義クラスの定義
ExtendedUserProfileクラスを定義する手順は、カスタム・クラスを定義する場合と同じで
す。ExtendedUserProfileクラスを表す SchemaObjectインスタンスのセットを作成します。
その SchemaObjectを編集または削除して、ExtendedUserProfileを変更したり削除できま
す。このような開発タスクは、Java API、XMLファイルまたは Oracle 9iFS Managerを使用
して実行できます。 

XMLを使用して ExtendedUserProfileクラスを作成および変更する方法は、例 15-7を参照
してください。クラスの削除には、XMLは使用できません。

Javaを使用して ExtendedUserProfileクラスを定義、変更および削除する方法は、例 15-8お
よび例 15-12を参照してください。

ExtendedUserProfileクラスの作成クラスの作成クラスの作成クラスの作成
新規 ExtendedUserProfileクラスを作成するには、Oracle 9iFSにデフォルトで用意されてい
る ExtendedUserProfileクラスをサブクラス化します。拡張クラスは、カスタム・ユーザー
設定項目を保持するための属性を持ちます。たとえば、ExtendedUserProfileを拡張して拡
張属性 DefaultLayoutおよび DefaultRoleを含めるように、クラス CatalogUserProfileを作
成できます。 

ExtendedUserProfileクラスを定義する手順は、次のとおりです。

1. 管理権限を持っているかどうかを確認します。XML構成ファイルを使用する場合は、
そのファイルを管理者としてインポートします。Java APIを使用する場合は、Oracle 
9iFSでのセッション用に管理モードを有効化します。

2. ExtendedUserProfileクラスを表す ClassObjectのインスタンスを作成します。

3. 各ユーザー設定項目を表す Attributeのインスタンスを作成します。

4. オプションで、ExtendedUserProfileクラス用のカスタム Javaクラスを作成し、カスタ
ム・メソッドを定義します。

例例例例 15-7 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した ExtendedUserProfile クラスの作成クラスの作成クラスの作成クラスの作成

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CLASSOBJECT>
    <NAME>CatalogUserProfile</NAME>   
    <SUPERCLASS RefType = "Name">ExtendedUserProfile</SUPERCLASS>  
    <DESCRIPTION>User preferences for the Product Catalog.</DESCRIPTION>
    <ATTRIBUTES>
        <ATTRIBUTE>

注意注意注意注意 : カスタム Javaクラスの作成方法は、第 17章「コンテンツ・タイ
プの動作のカスタマイズ」を参照してください。
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            <NAME>DefaultLayout</NAME>
            <DATATYPE>String</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>DefaultRole</NAME>
            <DATATYPE>String</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
    </ATTRIBUTES>
</CLASSOBJECT>

例例例例 15-8 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した ExtendedUserProfileクラスの作成クラスの作成クラスの作成クラスの作成

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. ExtendedUserProfileを表す ClassObjectの値を保持する ClassObjectDefinitionを作成し
ます。

ClassObjectDefinition codef = new ClassObjectDefinition(session);
codef.setAttributeByUpperCaseName(ClassObject.NAME_ATTRIBUTE,
     AttributeValue.newAttributeValue("CatalogUserProfile"));

3. 新規クラスで ExtendedUserProfileを拡張するように指定します。

ClassObject superClass = session.getClassObjectByName("EXTENDEDUSERPROFILE");
codef.setSuperclass(superClass);

4. ExtendedUserProfileタイプに関連する属性ごとに AttributeDefinitionを作成します。
AttributeDefinitionを ClassObjectDefinitionに追加します。

AttributeDefinition attdef1 = new AttributeDefinition(session);
attdef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("DefaultLayout"));
attdef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DATATYPE_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue(Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_STRING));

codef.addAttributeDefinition(attdef1);

AttributeDefinition attdef2 = new AttributeDefinition(session);
attdef2.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("DefaultRole"));

注意注意注意注意 : ExtendedUserProfileクラスの作成に使用する XMLファイルの各
要素の詳細は、第 5章「コンテンツ・タイプと属性の拡張」を参照してく
ださい。
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attdef2.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DATATYPE_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue(Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_STRING));

codef.addAttributeDefinition(attdef2);

5. 新規 ExtendedUserProfileクラスの ClassObjectおよび Attributeを作成します。

ClassObject eupCo = (ClassObject) session.createSchemaObject(codef);

ExtendedUserProfileクラスの変更クラスの変更クラスの変更クラスの変更
作成した ExtendedUserProfileクラスの属性を追加、削除および更新できます。

例例例例 15-9 Javaを使用したを使用したを使用したを使用した ExtendedUserProfileクラスの属性の追加、削除および更新クラスの属性の追加、削除および更新クラスの属性の追加、削除および更新クラスの属性の追加、削除および更新

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. ExtendedUserProfileクラスを表す ClassObjectを取得します。

ClassObject co = session.getClassObjectByName("CATALOGUSERPROFILE");

3. Attributeを ClassObjectに追加します。

AttributeDefinition attdef1 = new AttributeDefinition(session);
attdef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("DefaultWorkArea"));
attdef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DATATYPE_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue(
          Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_PUBLICOBJECT));
co.addAttribute(attdef1);

4. Attributeを ClassObjectから削除します。

Attribute att2 = catco.getAttributeFromLabel("DEFAULTROLE");
co.removeAttribute(att2);

5. ClassObjectの Attributeを更新します。

Attribute att3 = co.getAttributeFromLabel("DEFAULTWORKAREA");
Collection cdColl = session.getClassDomainCollection();

注意注意注意注意 : ExtendedUserProfileクラスの属性の追加や削除には、XMLを使
用できません。この操作には、Oracle 9iFS Managerまたは Java APIを使
用する必要があります。
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ClassDomain cd = (ClassDomain) cdColl.getItems("Folder...");
att3.setClassDomain(cd);

例例例例 15-10 Java を使用したを使用したを使用したを使用した ExtendedUserProfileクラスの削除クラスの削除クラスの削除クラスの削除

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. ExtendedUserProfileクラスを表す ClassObjectを取得します。

ClassObject co = session.getClassObjectByName("CATALOGUSERPROFILE");

3. free()メソッドをコールして ClassObjectを削除します。

co.free();

DirectoryUserへのへのへのへの ExtendedUserProfileの適用の適用の適用の適用
ExtendedUserProfileクラスを定義すると、ExtendedUserProfileを DirectoryUserに適用で
きます。ExtendedUserProfileを適用するには、DirectoryUserを参照する
ExtendedUserProfileクラスのインスタンスを作成し、ユーザーの設定項目を拡張属性に保
持します。ExtendedUserProfileインスタンスでは、ExtendedUserProfileクラスから継承さ
れる Application属性で、プロファイルを使用するアプリケーションを指定できます。その
後は、Oracle 9iFSの他のオブジェクトの場合と同じ方法で、ExtendedUserProfileインスタ
ンスを変更したり削除できます。 このような開発タスクは、Java API、XMLファイルまたは
Oracle 9iFS Managerを使用して実行できます。 

XMLを使用して ExtendedUserProfileインスタンスを作成する方法は、例 15-11を参照して
ください。インスタンスの削除には、XMLは使用できません。

Javaを使用して ExtendedUserProfileインスタンスを作成および削除する方法は、それぞれ
例 15-12および例 15-13を参照してください。

例例例例 15-11 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した ExtendedUserProfileインスタンスの作成インスタンスの作成インスタンスの作成インスタンスの作成

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CATALOGUSERPROFILE>
  <DIRECTORYUSER RefType = "Name">gking</DIRECTORYUSER>
  <APPLICATION>ProductCatalog</APPLICATION>
  <DEFAULTLAYOUT>TreeView</DEFAULTLAYOUT>
  <DEFAULTROLE>Consumer</DEFAULTROLE>
</CATALOGUSERPROFILE>
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例例例例 15-12 Java を使用したを使用したを使用したを使用した ExtendedUserProfileインスタンスの作成インスタンスの作成インスタンスの作成インスタンスの作成

1. 拡張ユーザー・プロファイルを持つ DirectoryUserをフェッチします。

Collection duColl = session.getDirectoryUserCollection();
DirectoryUser dUser = (DirectoryUser) duColl.getItems("gking");

2. 新規 UserProfileDefinitionを作成します。

UserProfileDefinition eupDef = new UserProfileDefinition(session);

3. 新規 ExtendedUserProfileインスタンスのタイプを指定します。

ClassObject co = session.getClassObjectByName("CATALOGUSERPROFILE");
eupDef.setClassObject(co);

4. ExtendedUserProfileの属性値を設定します。

eupDef.setAttributeByUpperCaseName(ExtendedUserProfile.DIRECTORYUSER_ATTRIBUTE, 
     AttributeValue.newAttributeValue(dUser));
eupDef.setAttributeByUpperCaseName(ExtendedUserProfile.APPLICATION_ATTRIBUTE,
         AttributeValue.newAttributeValue(
           "ProductCatalog"));
eupDef.setAttributeByUpperCaseName("DEFAULTLAYOUT", 
     AttributeValue.newAttributeValue("TreeView"));
eupDef.setAttributeByUpperCaseName("DEFAULTROLE",
     AttributeValue.newAttributeValue("Consumer"));

5. UserProfileDefinitionを LibrarySessionに渡して、新規 ExtendedUserProfileインスタ
ンスを作成します。

ExtendedUserProfile eup = (ExtendedUserProfile) session.createPublicObject(eupDef);

例例例例 15-13 Java を使用したを使用したを使用したを使用した ExtendedUserProfileインスタンスの削除インスタンスの削除インスタンスの削除インスタンスの削除

1. セレクタを使用して ExtendedUserProfileインスタンスを取得します。

Selector s = new Selector(session);
s.setSearchClassname("CATALOGUSERPROFILE");

LibraryObject[] eups = s.getItems();
ExtendedUserProfile eup;

2. ExtendedUserProfileインスタンスを削除します。

int i;
int count = (eups == null) ? 0 : eups.length;

for (i = 0; i < count; i++)
{
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   eup = (ExtendedUserProfile) eups[i];
   eup.free();
}

DirectoryGroupの作成、変更および削除の作成、変更および削除の作成、変更および削除の作成、変更および削除
Oracle 9iFSには、DirectoryGroupを作成、変更および削除できるように、次の 3つの方法
が用意されています。

� XML。XMLファイルを使用して、DirectoryGroupを作成したり変更できます。XML
ファイルが Oracle 9iFSにインポートされると、IfsSimpleXmlParserは自動的にそれを
使用して DirectoryGroupインスタンスを作成または変更します。IfsSimpleXmlParser
は、特別な XMLタグ <MEMBERS>および <REF>をサポートしており、DirectoryUser
を DirectoryGroupに簡単に追加できます。XMLを使用して DirectoryGroupを作成お
よび変更する方法は、例 15-14および例 15-15を参照してください。

� Java。Oracle 9iFS Java APIを使用すると、DirectoryGroupをプログラムで作成、変更
および削除できます。Java APIを使用して DirectoryGroupを作成、変更および削除す
る方法は、例 15-16、例 15-17および例 15-18を参照してください。

� Oracle 9iFS クライアントクライアントクライアントクライアント。 Oracle 9iFSクライアントには、DirectoryGroup作成用の
GUIが用意されています。

例例例例 15-14 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した DirectoryGroup インスタンスの作成インスタンスの作成インスタンスの作成インスタンスの作成

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
 <DIRECTORYGROUP>
  <NAME>Managers</NAME>
  <MEMBERS>
    <REF reftype='name'>msmith</REF>
    <REF reftype='name'>rjones</REF>
    <REF reftype='name'>tturner</REF>
  </MEMBERS>
 </DIRECTORYGROUP>

注意注意注意注意 : Oracle 9iFSでは、XMLを使用した DirectoryGroupの削除はサ
ポートされていません。

注意注意注意注意 : Oracle 9iFSクライアントで DirectoryGroupを定義する手順は、
『Oracle Internet File Systemセットアップおよび管理ガイド』を参照して
ください。
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例例例例 15-15 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した DirectoryGroup インスタンスの変更インスタンスの変更インスタンスの変更インスタンスの変更

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
 <DIRECTORYGROUP>
  <UPDATE RefType = "Name">Managers</UPDATE>
  <MEMBERS>
    <REF RefType = 'Name'>csapo</REF>
  </MEMBERS>
 </DIRECTORYGROUP>

例例例例 15-16 Java を使用したを使用したを使用したを使用した DirectoryGroupインスタンスの作成インスタンスの作成インスタンスの作成インスタンスの作成

1. 新規の DirectoryGroupDefinitionを作成します。

DirectoryGroupDefinition dgDef = new DirectoryGroupDefinition(session);

2. DirectoryGroupの属性値を設定します。

dgDef.setAttributeByUpperCaseName("NAME",
         AttributeValue.newAttributeValue(
           "Managers"));

3. DirectoryGroupDefinitionを LibrarySessionに渡して、新規 DirectoryGroupインスタ
ンスを作成します。

DirectoryGroup dg = (DirectoryGroup) session.createPublicObject(dgDef);

4. DirectoryGroupに属する DirectoryUserを取得します。

DirectoryUser du;
LibraryObject[] dus;
Selector s = new Selector(session);
s.setSearchClassname("DIRECTORYUSER");
s.setSearchSelection("NAME IN ('msmith', 'tturner', 'rjones')");
dus = s.getItems();

int icount = (dus == null) ? 0 : dus.length;
for (i = 0; i < icount; i++)
{
    du = (DirectoryUser) du[i];

注意注意注意注意 : DirectoryGroupから DirectoryUserを削除する場合は、XMLを使
用できません。 この操作には、Oracle 9iFSクライアントまたは Java API
を使用する必要があります。
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5. DirectoryUserを DirectoryGroupに追加します。

    dg.addMember(du);
}

例例例例 15-17 Java を使用したを使用したを使用したを使用した DirectoryGroupインスタンスの変更インスタンスの変更インスタンスの変更インスタンスの変更

/*
 * The following example moves DirectoryUsers 
 * from one group to another.
 */
1. アプリケーションが DirectoryGroupを取得しているとします。

DirectoryGroup dg1 = ...
DirectoryGroup dg2 = ...

2. 初のグループから DirectoryUserをフェッチします。

DirectoryObject[] dus = dg1.getDirectMembers();

3. DirectoryUserを 2番目のグループに追加します。addMembers()メソッドは、追加する
メンバーが 1人でもそのグループに存在すると失敗します。

dg2.addMembers(dus);

4. 初のグループから DirectoryUserを削除します。

dg1.removeMembers(dus);

例例例例 15-18 Java を使用したを使用したを使用したを使用した DirectoryGroupインスタンスの削除インスタンスの削除インスタンスの削除インスタンスの削除

1. アプリケーションが DirectoryGroupを取得しているとします。

DirectoryGroup dg = ...

2. DirectoryGroupを削除します。

dg.free();

注意注意注意注意 : DirectoryGroupを削除しても、そのグループから DirectoryUser
が自動的に削除されることはありません。DirectoryUserを削除する方法
は、「DirectoryUserおよび PrimaryUserProfileの作成、変更および削除」
を参照してください。
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カスタム・グループ・クラスの定義カスタム・グループ・クラスの定義カスタム・グループ・クラスの定義カスタム・グループ・クラスの定義
カスタム・グループ・クラスを定義する手順は、他のカスタム・クラスを定義する場合と同
じです。 カスタム・グループ・クラスの作成は、Java API、XMLファイルまたは Oracle 9iFS 
Managerを使用して実行できます。

XMLを使用して ExtendedUserProfileクラスを作成および変更する方法は、例 15-19を参照
してください。クラスの削除には、XMLは使用できません。

Javaを使用して ExtendedUserProfileクラスを定義、変更および削除する方法は、例 15-20
および例 15-21を参照してください。

グループ・クラスの作成グループ・クラスの作成グループ・クラスの作成グループ・クラスの作成
カスタム・グループ・クラスを作成するには、DirectoryGroupクラスをサブクラス化し、
そのタイプのグループのカスタム属性および動作を追加します。たとえば、DirectoryGroup
を拡張して拡張属性 VicePresidentおよびMissionStatementを含めるクラス Organization
を作成できます。 

カスタム・グループ・クラスを定義する手順は、次のとおりです。

1. 管理権限を持っているかどうかを確認します。XML構成ファイルを使用する場合は、
そのファイルを管理者としてインポートします。Java APIを使用する場合は、Oracle 
9iFSでのセッション用に管理モードを有効化します。

2. グループ・クラスを表す ClassObjectのインスタンスを作成します。

3. 各拡張属性を表す Attributeのインスタンスを作成します。

4. オプションで、グループ・クラス用のカスタム Javaクラスを作成し、カスタム・メ
ソッドを定義します。

注意注意注意注意 : Oracle 9iFS Managerでカスタム・グループ・クラスを定義する手
順は、『Oracle Internet File Systemセットアップおよび管理ガイド』を参
照してください。

注意注意注意注意 : カスタム Javaクラスの作成方法は、第 17章「コンテンツ・タイ
プの動作のカスタマイズ」を参照してください。
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例例例例 15-19 XMLを使用したグループ・クラスの作成を使用したグループ・クラスの作成を使用したグループ・クラスの作成を使用したグループ・クラスの作成

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CLASSOBJECT>
    <NAME>Organization</NAME>   
    <SUPERCLASS RefType = "Name">DirectoryGroup</SUPERCLASS>  
    <DESCRIPTION>Custom group class to manage organizations.</DESCRIPTION>
    <ATTRIBUTES>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>VicePresident</NAME>
            <DATATYPE>DirectoryObject</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>MissionStatement</NAME>
            <DATATYPE>String</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
    </ATTRIBUTES>
</CLASSOBJECT>

例例例例 15-20 Java を使用したグループ・クラスの作成を使用したグループ・クラスの作成を使用したグループ・クラスの作成を使用したグループ・クラスの作成

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. グループ・クラスを表す ClassObjectの値を保持する ClassObjectDefinitionを作成しま
す。

ClassObjectDefinition codef = new ClassObjectDefinition(session);
codef.setAttributeByUpperCaseName(ClassObject.NAME_ATTRIBUTE,
     AttributeValue.newAttributeValue("Organization"));

3. 新規カテゴリ・タイプで Categoryコンテンツ・タイプを拡張するように指定します。

ClassObject catco = session.getClassObjectByName("DIRECTORYGROUP");
codef.setSuperclass(catco);

4. カテゴリ・タイプに関連する属性ごとに AttributeDefinitionを作成します。
AttributeDefinitionを ClassObjectDefinitionに追加します。

AttributeDefinition attdef1 = new AttributeDefinition(session);
attdef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("VicePresident"));
attdef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DATATYPE_ATTRIBUTE,

注意注意注意注意 : グループ・クラスの作成に使用する XMLファイルの各要素の詳細
は、第 5章「コンテンツ・タイプと属性の拡張」を参照してください。
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        AttributeValue.newAttributeValue(Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_
DIRECTORYOBJECT));

codef.addAttributeDefinition(attdef1);

AttributeDefinition attdef2 = new AttributeDefinition(session);
attdef2.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("MissionStatement"));
attdef2.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DATATYPE_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue(Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_STRING));

codef.addAttributeDefinition(attdef2);

5. 新規 Groupクラスの ClassObjectおよびAttributeを作成します。

ClassObject groupCo = (ClassObject) session.createSchemaObject(codef);

グループ・クラスの変更グループ・クラスの変更グループ・クラスの変更グループ・クラスの変更
作成したグループ・クラスの属性を追加、削除および更新できます。

例例例例 15-21 Java を使用したグループ・クラスの属性の追加、削除および更新を使用したグループ・クラスの属性の追加、削除および更新を使用したグループ・クラスの属性の追加、削除および更新を使用したグループ・クラスの属性の追加、削除および更新

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. グループ・クラスを表す ClassObjectを取得します。

ClassObject co = session.getClassObjectByName("ORGANIZATION");

3. Attributeを ClassObjectに追加します。

AttributeDefinition attdef1 = new AttributeDefinition(session);
attdef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("OrganizationWorkArea"));
attdef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DATATYPE_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue(
          Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_PUBLICOBJECT));
co.addAttribute(attdef1);

注意注意注意注意 : グループ・クラスの属性の追加や削除には、XMLを使用できませ
ん。この操作には、Oracle 9iFS Managerまたは Java APIを使用する必要
があります。
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4. Attributeを ClassObjectから削除します。

Attribute att2 = co.getAttributeFromLabel("MISSIONSTATEMENT");
co.removeAttribute(att2);

5. ClassObjectの Attributeを更新します。

Attribute att3 = co.getAttributeFromLabel("ORGANIZATIONWORKAREA");
Collection cdColl = session.getClassDomainCollection();
ClassDomain cd = (ClassDomain) cdColl.getItems("Folder...");
att3.setClassDomain(cd);

例例例例 15-22 Java を使用したグループ・クラスの削除を使用したグループ・クラスの削除を使用したグループ・クラスの削除を使用したグループ・クラスの削除

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. Groupクラスを表す ClassObjectを取得します。

ClassObject groupCo = session.getClassObjectByName("ORGANIZATION");

3. free()メソッドをコールして ClassObjectを削除します。

groupCo.free();

カスタム・グループの作成、変更および削除カスタム・グループの作成、変更および削除カスタム・グループの作成、変更および削除カスタム・グループの作成、変更および削除
カスタム・グループ・クラスを定義した後に、そのクラスのグループを作成してメンバー
シップを管理できます。カスタム・グループの作成と管理には、DirectoryGroupの作成時
と同じ多数の XMLタグと Javaメソッドを使用します。ただし、カスタム・グループ・イン
スタンスを操作する場合は、グループのクラスを識別する必要があります。

例 15-23および例 15-24に、XMLを使用してカスタム・グループ・クラスのインスタンスを
作成および変更する方法を示します。インスタンスの削除には、XMLは使用できません。

Javaを使用してカスタム・グループ・インスタンスを作成、変更および削除する方法は、そ
れぞれ例 15-25、例 15-26および例 15-27を参照してください。

例例例例 15-23 XMLを使用したカスタム・グループ・インスタンスの作成を使用したカスタム・グループ・インスタンスの作成を使用したカスタム・グループ・インスタンスの作成を使用したカスタム・グループ・インスタンスの作成

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
 <ORGANIZATION>
  <NAME>Development</NAME>
  <VICEPRESIDENT RefType = "Name">ztolls</VICEPRESIDENT>
  <MISSIONSTATEMENT>To develop the company products.</MISSIONSTATEMENT>
  <MEMBERS>
    <REF RefType ="Name">czacks</REF>
    <REF RefType = "Name">mwallen</REF>
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    <REF RefType = "Name">ztolls</REF>
  </MEMBERS>
 </ORGANIZATION>

例例例例 15-24 XMLを使用したカスタム・グループ・インスタンスの変更を使用したカスタム・グループ・インスタンスの変更を使用したカスタム・グループ・インスタンスの変更を使用したカスタム・グループ・インスタンスの変更

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
 <ORGANIZATION>
  <UPDATE RefType = "Name">Development</UPDATE>
  <VICEPRESIDENT RefType = "Name">lrichards</VICEPRESIDENT>
  <MEMBERS>
    <REF RefType = "Name">lrichards</REF>
  </MEMBERS>
 </ORGANIZATION>

例例例例 15-25 Java を使用したカスタム・グループ・インスタンスの作成を使用したカスタム・グループ・インスタンスの作成を使用したカスタム・グループ・インスタンスの作成を使用したカスタム・グループ・インスタンスの作成

1. 新規の DirectoryGroupDefinitionを作成します。

DirectoryGroupDefinition dgDef = new DirectoryGroupDefinition(session);

2. グループのクラスを指定します。

ClassObject co = session.getClassObjectByName("ORGANIZATION");
dgDef.setClassObject(co);

3. DirectoryGroupの属性値を設定します。

dgDef.setAttributeByUpperCaseName(DirectoryGroup.NAME_ATTRIBUTE,
         AttributeValue.newAttributeValue(
           "Managers"));

Collection dus = session.getDirectoryUserCollection();
DirectoryUser du = (DirectoryUser) dus.getItems("tturner")
dgDef.setAttributeByUpperCaseName("VICEPRESIDENT",
         AttributeValue.newAttributeValue(du));

dgDef.setAttributeByUpperCaseName("MISSIONSTATEMENT",
         AttributeValue.newAttributeValue(
           "To develop the company products."));

注意注意注意注意 : カスタム・グループから DirectoryUserを削除する場合は、XML
を使用できません。この操作には、Oracle 9iFS Managerまたは Java API
を使用する必要があります。
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4. DirectoryGroupDefinitionを LibrarySessionに渡して、新規 DirectoryGroupインスタ
ンスを作成します。

DirectoryGroup dg = (DirectoryGroup) session.createPublicObject(dgDef);

5. DirectoryGroupに属する DirectoryUserを取得します。

Collection groupDus = session.getDirectoryUserCollection();

int i;
int icount = groupDus.getItemCount();
for (i = 0; i < icount; i++)
{
  du = (DirectoryUser) groupDus.getItems(i);

6. DirectoryUserを DirectoryGroupに追加します。

    dg.addMember(du);
}

例例例例 15-26 Java を使用したカスタム・グループ・インスタンスの変更を使用したカスタム・グループ・インスタンスの変更を使用したカスタム・グループ・インスタンスの変更を使用したカスタム・グループ・インスタンスの変更

/*
 * The following example adds a DirectoryUser to a custom group. 
 */
1. カスタム・グループ・インスタンスを検索します。グループのクラスを指定します。

Selector s = new Selector(session);
s.setSearchClassname("ORGANIZATION");
s.setSearchSelection("NAME = 'Development'");

2. グループ・インスタンスをフェッチします。カスタム・グループは DirectoryGroupを
拡張するため、このインスタンスは DirectoryGroupとして宣言できます。

DirectoryGroup dg = (DirectoryGroup) s.getItems(0);

3. グループに DirectoryUserを追加します。

DirectoryUser du = session.getDirectoryUser();
dg.addMembers(du);
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例例例例 15-27 Java を使用したカスタム・グループ・インスタンスの削除を使用したカスタム・グループ・インスタンスの削除を使用したカスタム・グループ・インスタンスの削除を使用したカスタム・グループ・インスタンスの削除

/*
 * The following example deletes all instances of a custom group. 
 */
1. すべてのカスタム・グループ・インスタンスを検索します。グループのクラスを指定し

ます。

Selector s = new Selector(session);
s.setSearchClassname("ORGANIZATION");
LibraryObject[] dgs = s.getItems();

2. グループ・インスタンスをフェッチします。カスタム・グループは DirectoryGroupを
拡張するため、このインスタンスは DirectoryGroupとして宣言できます。

DirectoryGroup dg;

int i;
int icount = (dgs == null) ? 0 : dgs.length;
for (i = 0; i < icount; i++)
{
  dg = (DirectoryGroup) dgs[i];

3. DirectoryGroupを削除します。

  dg.free();
}

DirectoryUserの認証の認証の認証の認証
ユーザーがリポジトリ内の情報へのアクセスを試みると、Oracle 9iFSはまずユーザーの資格
証明を認証します。ユーザーは次の手順で認証を受けます。

1. ユーザーが、リポジトリへのログインに使用しているアプリケーション経由で資格証明
を入力します。

2. アプリケーションが、資格証明を保持するように oracle.ifs.commonパッケージ内
のクラスをインスタンス化します。アプリケーションは、ユーザー認証に使用する資格
証明のタイプに応じて様々なクラスから選択できます。資格証明の管理に も一般的に
使用されるクラスは、CleartextCredentialです。

注意注意注意注意 : カスタム・グループ・インスタンスを削除しても、そのグループ
から DirectoryUserが自動的に削除されることはありません。
DirectoryUserを削除する方法は、「DirectoryUserおよび
PrimaryUserProfileの作成、変更および削除」を参照してください。
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3. アプリケーションが資格証明を LibraryServiceに渡して、リポジトリとのセッションの
確立を試みます。

4. LibraryServiceは、指定されたユーザーの DistinguishedNameに対応する
DirectoryUserインスタンスを取得します。DirectoryUserインスタンスが存在しない場
合、LibraryServiceは接続を拒否します。

5. DirectoryUserインスタンスが存在する場合、LibraryServiceはユーザーの資格証明を
DirectoryUser CredentialManager属性で指定されている Credential Managerに渡しま
す。

6. Credential Managerが資格証明を検証します。資格証明が有効な場合、LibraryService
はアプリケーションを Oracle 9iFSに接続する LibrarySessionを作成します。
LibrarySessionは、リポジトリ内でユーザーが実行するすべての操作（リポジトリ・オ
ブジェクトの作成、更新および削除など）のファクトリとして機能します。

例例例例 15-28 Java を使用したユーザーの認証を使用したユーザーの認証を使用したユーザーの認証を使用したユーザーの認証

//Connect to Oracle 9iFS.
LibraryService service = 
       LibraryService.startService("IfsDefault", "ifssys");
ConnectOptions cop = new ConnectOptions();
CleartextCredential cred = 
       new CleartextCredential("system", "manager");
LibrarySession session = service.connect(cred, cop);

注意注意注意注意 : このリリースの Oracle 9iFSには、ユーザー全員の認証に使用され
るビルトインの資格証明マネージャが用意されています。Oracle 9iFSの今
後のリリースでは、外部資格証明マネージャのサポートが予定されていま
す。

注意注意注意注意 : 例 15-28に、アプリケーションが CleartextCredentialを使用して
ユーザーを認証する方法を示します。この項で説明した以外の
LibraryServiceおよび LibrarySessionの操作の詳細は、第 4章「Oracle 
Internet File Systemドキュメントの作成」を参照してください。 
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PublicObjectへのアクセスの管理へのアクセスの管理へのアクセスの管理へのアクセスの管理
この項では、Oracle 9iFSで AccessControlListを使用して PublicObjectへのアクセスを管理
する方法について説明します。この項の内容は、次のとおりです。

� AccessControlListの機能

� AccessControlListの構造

� AccessControlListの作成、変更および削除

� PublicObjectへの ACLの適用

� AccessControlListへのアクセスの管理

AccessControlListの機能の機能の機能の機能
各 PublicObjectへのアクセスは、AccessControlListにより管理されます。
AccessControlListは、PublicObjectへのアクセス権が付与または取り消されているユーザー
およびグループのリストです。ユーザーまたはグループのアクセス権が付与または取り消さ
れるたびに、AccessControlList内で新規エントリが作成されます。エントリには、Grantee
（ユーザーまたはグループ）、AccessLevel（権限のセット）および権限が付与されるか取り
消されるかが記録されます。 

アクセス権の解決アクセス権の解決アクセス権の解決アクセス権の解決
Granteeがグループの場合、エントリはそのグループまたはサブグループに属するユーザー
全員に適用されます。1人のユーザーに複数の AccessControlEntryが適用される場合、
Oracle 9iFSはエントリを AccessControlList内で作成された順に集計し、ユーザーの有効ア
クセス権を解決します。たとえば、ユーザーに 初のエントリで Discoverおよび
GetContentが付与され、2番目のエントリで SetAttributeおよび SetContentが付与され、3
番目のエントリで SetContentが取り消されている場合、Oracle 9iFSは有効アクセス権を
Discover、GetContentおよび SetAttributeに解決します。

AccessControlListの共有の共有の共有の共有
AccessControlListはリポジトリに独立して存在し、1つ以上の PublicObjectに割り当てるこ
とができます。AccessControlListを PublicObjectに割り当てるには、PublicObjectの ACL
属性で AccessControlListを参照します。 

各 AccessControlListは属性 Sharedを持ちます。この属性は、AccessControlListが単一の
PublicObjectに対してプライベートであるか、複数の PublicObject間で共有されるかを示し
ます。AccessControlListを共有にすると、同様のセキュリティ制約を持つ多数の
PublicObjectへのアクセスを簡単に制御できます。たとえば、AccessControlListを作成し
て、特定のプロジェクトに関連するすべての PublicObjectへのアクセスを制御するとしま
す。この場合、プロジェクト・ドキュメントを読み込めるユーザー、プロジェクトのコンテ
ンツ作成者として指定されているユーザー、プロジェクト作業領域内のフォルダを管理する
ユーザーを定義できます。その後、すべてのプロジェクト・ドキュメントとフォルダ間で
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AccessControlListを共有にします。これにより、プロジェクトのセキュリティをドキュメン
トおよびフォルダごとに別個にではなく、単一の AccessControlListで一度にメンテナンス
できます。

システム単位のセキュリティ・レベルの定義システム単位のセキュリティ・レベルの定義システム単位のセキュリティ・レベルの定義システム単位のセキュリティ・レベルの定義
管理者は、特殊なタイプの AccessControlListである SystemAccessControlListを作成できま
す。SystemAccessControlListでは、いずれの Oracle 9iFSユーザーでもリポジトリ内の情報
に適用できるアクセス権を定義します。Oracle 9iFSは、Private、Protected、Publishedおよ
び Publicという 4つの SystemAccessControlListとともにインストールされます。

カスタム権限の定義カスタム権限の定義カスタム権限の定義カスタム権限の定義
Oracle 9iFSは、Discover、GetContent、SetAttribute、SetContent、Deleteなど、
AccessControlListで付与または取り消すことができる標準権限セットで事前に構成済みの状
態でインストールされます。また、カスタム・アクセス権 ExtendedPermissionを定義して、
ユーザーがカスタム・アプリケーション・コードにより実装されるタスクを実行できるかど
うかの制御に使用することもできます。たとえば、法的契約書の管理アプリケーションをサ
ポートするために、ドキュメントにデジタル署名を添付できるかどうかについて、カスタム
権限を定義できます。 

より広範囲なアクセス・レベルの定義より広範囲なアクセス・レベルの定義より広範囲なアクセス・レベルの定義より広範囲なアクセス・レベルの定義
Oracle 9iFSでデフォルトで定義される権限を使用して、情報についてファイングレイン・ア
クセス・コントロールを行うことができます。また、Oracle 9iFSでは、アクセス権を
PermissionBundleにグループ化することで、より広範囲の権限レベルを定義することもで
きます。たとえば、ユーザーにフォルダの変更権限を簡単に付与できるように、Discover、
Add Itemおよび Remove Itemの権限をModifyFolderPermissionBundleにグループ化でき
ます。

注意注意注意注意 : SystemAccessControlListを作成、変更および削除する手順の詳細
は、この章では説明しません。

注意注意注意注意 : ExtendedPermissionを作成、変更および削除する手順の詳細は、
この章では説明しません。

注意注意注意注意 : PermissionBundleを作成、変更および削除する手順の詳細は、こ
の章では説明しません。
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AccessControlListの構造の構造の構造の構造
各 AccessControlListは、AccessControlListクラスのインスタンスにより表されます。ユー
ザーやグループのアクセス権を付与または取り消す各エントリは、AccessControlEntryクラ
スのインスタンスで表されます。各 AccessControlEntryは属性 ACLを持ち、属している
AccessControlListを参照します。また、AccessControlEntryは、どのユーザーまたはグ
ループにどの権限が付与されたか、取り消されたかを記録する属性も持っています。
AccessControlEntryは、1つの AccessLevelと 1つ以上の ExtendedPermissionおよび
PermissionBundleを参照できます。AccessLevelは、Oracle 9iFSで定義されている標準権限
セットを表します。ExtendedPermissionは、ユーザーが定義したカスタム権限を表します。
PermissionBundleは、権限グループで構成される高度なアクセス・レベルを表します。 

図 15-2に AccessControlListの構造を示します。

図図図図 15-2 AccessControlListの構造の構造の構造の構造

AccessControlList
AccessControlListクラスは、リスト内のユーザーとグループについて権限を付与および取り
消すための、プライマリ・インタフェースとして機能します。表 15-7に、
AccessControlListで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。
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AccessControlEntry
AccessControlEntryクラスは、AccessControlList内の各エントリ、つまり、権限受領者、
権限およびその権限が付与されるのか取り消されるのかを定義するための属性とメソッドを
持ちます。 AccessControlListと AccessControlEntryの関係は、AccessControlEntryの 2つ
の属性 ACLおよび SortSequenceによりメンテナンスされます。ACL属性は、
AccessControlEntryが属する AccessControlListを参照します。SortSequence属性は、
AccessControlList内の各 AccessControlEntryの相対位置を決定します。
AccessControlEntryの SortSequenceは、付与または取り消す権限の優先順位の決定に使用
されます。

表表表表 15-7 AccessControlListの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

Shared

isShared()

AccessControlListを複数の PublicObject間で共有でき
るかどうかを決定します。

checkEffectiveAccess()

checkGrantedAccess()

getEffectiveAccessLevel()

getGrantedAccessLevel()

AccessControlListでユーザーまたはグループに付与さ
れているアクセス権を判断します。 

grantAccess()

removeAccessControlEntry()

revokeAccess()

revokeAllAccess()

updateAccessControlEntry()

ユーザーが AccessControlListでアクセス権を付与また
は取り消すことができるように、便利なインタフェース
を提供します。

ACL この AccessControlListでの権限の付与と取消し、また
はこの AccessControlListの削除ができるユーザーとグ
ループを制御する、別の AccessControlListを参照しま
す。
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表 15-8に、AccessControlEntryで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

AccessLevel
Oracle 9iFSは AccessLevelクラスを使用して、AccessControlEntry内で付与または取り消さ
れている標準権限セットを表します。AccessLevelクラスは、Oracle 9iFSにより定義された
各標準権限を表す定数を持ちます。表 15-9に、PublicObjectに関連する標準権限を示しま
す。

表表表表 15-8 AccessControlEntryの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

ACL

getACL()

この AccessControlEntryが属している
AccessControlListを判断します。

Grantee

getGrantee()

権限が付与または取り消されるユーザーまたはグループ
を判断します。 

AccessLevel

getDistinctAccessLevel()

getMergedAccessLevel()

付与または取り消される権限を判断します。

Granted 権限が付与されるか取り消されるかを示します。

SortSequence

getSortSequence()

この AccessControlEntryの、AccessControlListでの
ソート順序を決定します。

PermissionBundles

getPermissionBundles()

AccessControlEntryに設定されている
PermissionBundleを判断します。

ExtendedPermissions

getExtendedPermissions()

この AccessControlEntryで付与または取り消された拡
張権限を判断します。

表表表表 15-9 PublicObjectの権限の権限の権限の権限

定数定数定数定数 使用方法使用方法使用方法使用方法

AccessLevel_Discover オブジェクトを検出し、その属性を読み込む権限（ただし、
Documentの場合、その内容とはかぎりません）。 

AccessLevel_GetContent オブジェクトの内容を読み込む権限（Documentにのみ適用され
ます）。 

AccessLevel_SetAttribute すべてのオブジェクトの属性を直接更新する権限。 
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AccessLevel_SetContent オブジェクトの内容を更新する権限（Documentにのみ適用され
ます）。 

AccessLevel_Delete オブジェクトを削除する権限。PublicObjectの ExpirationDate属
性を設定または消去する場合にも必要です。 

AccessLevel_Lock PublicObjectをロックまたはロック解除する権限。 

AccessLevel_Grant PublicObjectの ACL、Ownerまたは AdministrationGroupを他
のユーザーに変更する権限。 

AccessLevel_AddMember DirectoryGroupに DirectoryObjectメンバーを追加する権限。権
限はターゲット DirectoryGroupに適用されます。 

AccessLevel_
RemoveMember 

DirectoryGroupから DirectoryObjectメンバーを削除する権限。
権限はターゲット DirectoryGroupに適用されます。

AccessLevel_AddItem Folderに PublicObjectアイテムを追加する権限。権限はターゲッ
ト Folderに適用されます。 

AccessLevel_RemoveItem Folderから PublicObjectアイテムを削除する権限。権限はター
ゲット Folderに適用されます。 

AccessLevel_
AddRelationship 

ある PublicObject（RightObject）を別の PublicObject
（LeftObject）に関連付ける権限。権限は LeftObjectに適用されま
す。

AccessLevel_
RemoveRelationship

 ある PublicObject（RightObject）と別の PublicObject
（LeftObject）との関連付けを解除する権限。権限は LeftObjectに
適用されます。

AccessLevel_
AddVersonSeries 

Familyに VersionSeriesを追加する権限。権限は Familyに適用
されます。 

AccessLevel_
RemoveVersionSeries

Familyから VersionSeriesを削除する権限。権限は Familyに適
用されます。 

AccessLevel_AddVerson VersionSeriesに新規 Versionを追加する権限。権限は
VersionSeriesに適用されます。 

AccessLevel_
RemoveVersion 

VersionSeriesから Versionを削除する権限。権限は
VersionSeriesに適用されます。 

AccessLevel_
SetDefaultVersion 

Familyまたは VersionSeriesのデフォルト・バージョンまたは
VersionSeriesを変更する権限。 

AccessLevel_SetPolicy PublicObjectに対応付けられている PolicyPropertyBundleを変更
する権限。権限は PolicyPropertyBundleに適用されます。 

表表表表 15-9 PublicObjectの権限の権限の権限の権限（続き）（続き）（続き）（続き）

定数定数定数定数 使用方法使用方法使用方法使用方法
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� Relationshipの詳細は、第 6章「任意のメタデータと動作の適用」を参照してください。

� Versioningの詳細は、第 14章「カスタム・アプリケーションでのバージョニングの実
装」を参照してください。

表 15-10に、AccessLevelで も使用頻度の高いメソッドを示します。

ExtendedPermissions
Oracle 9iFSでは、ExtendedPermissionsクラスのインスタンスとしてカスタム権限を定義で
きます。たとえば、法的契約書の管理アプリケーションをサポートするために、ドキュメン
トにデジタル署名を添付できるかどうかについて、カスタム権限を定義できます。このカス
タム権限を定義するには、一意の名前（Signなど）でカスタム権限を識別する、
ExtendedPermissionクラスのインスタンスを作成します。その後は、ExtendedPermission
を保持するように AccessLevelを構成し、AccessControlEntry内で ExtendedPermissionを
付与および取り消すことができます。 

Java APIの AccessLevelクラスには、ExtendedPermissionを操作するためのメソッド・
セットが用意されています。表 15-11に、ExtendedPermissionの操作に使用する
AccessLevelクラスのメソッドを示します。

表表表表 15-10 AccessLevelの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

add()

equal()

subtract()

この AccessLevelについて、別の
AccessLevelに存在する権限を追加また
は削除します。 

clearAllPermissions()

clearAllStandardPermissions()

disableAllPermissions()

disableAllStandardPermissions()

enableAllPermissions()

enableAllStandardPermissions()

AccessLevelでの権限を消去、有効また
は無効にします。

getAllDefinedStandardPermissions()

getAllDefinedStandardPermissionNames()

enableEnabledStandardPermissions()

getEnabledStandardPermissionNames()

isStandardPermissionEnabled()

isSufficientEnabled()

AccessLevelで有効化され、定義されて
いる権限を判断します。
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ExtendedPermissionが AccessControlListに適用された後は、ExtendedPermissionを使用し
てユーザーによる PublicObjectの操作方法を制御するように、カスタム・アプリケーション
を構築できます。アプリケーションでは、ユーザーが PublicObjectに対する
ExtendedPermissionを付与されているかどうかをチェックし、検出結果に基づいて操作の
実行を許可または禁止するオーバーライドを実装できます。

表 15-12に、ExtendedPermissionの操作に使用される S_PublicObjectのメソッドを示しま
す。

PermissionBundle
AccessLevelには広範囲な権限リストが用意されており、情報へのアクセス方法を厳密に制
御できます。ただし、ユーザーがより広範囲のアクセス権を PublicObjectに簡単に適用でき
るように、セキュリティ・レベルを定義できます。 

Oracle 9iFSでは、PermissionBundleクラスのインスタンスとして、より広範囲のセキュリ
ティ・レベルを定義できます。これは、Oracle 9iFSに永続的に格納されます。たとえば、

表表表表 15-11 ExtendedPermissionに関連するに関連するに関連するに関連する AccessLevelのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

enableExtendedPermission() AccessLevel内で ExtendedPermissionを設定する
ために使用されます。 

disableExtendedPermission() AccessLevelから ExtendedPermissionを削除する
ために使用されます。

getExtendedPermissions() AccessLevelに保持されているすべての
ExtendedPermissionを取得するために使用されま
す。

isExtendedPermissionEnabled() ExtendedPermissionが AccessLevelに保持されて
いるかどうかをチェックするために使用されま
す。

表表表表 15-12 ExtendedPermissionに関連するに関連するに関連するに関連する S_PublicObjectのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

checkAccess() S_PublicObjectのユーザーに ExtendedPermission
が付与されているかどうかを判断します。

extendedPostInsert()
extendedPreInsert()
extendedPostUpdate()
extendedPreUpdate()
extendedPostDelete()
extendedPreDelete()

ユーザーが実行できる操作を ExtendedPermission
に基づいて制御する、カスタム・ビジネス・ルー
ルを実装します。 
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ユーザーにフォルダの変更権限を簡単に付与できるように、Discover、Add Itemおよび
Remove Itemの権限をModifyFolderPermissionBundleにグループ化できます。

表 15-13に、PermissionBundleで も使用頻度の高い属性とメソッドを示します。

AccessControlListの作成、変更および削除の作成、変更および削除の作成、変更および削除の作成、変更および削除
Oracle 9iFSには、AccessControlListを作成、変更および削除できるように、次の 3つの方
法が用意されています。

� XML。Oracle 9iFSへのインポート時に AccessControlListを自動的に定義する XMLファ
イルを作成します。

� Java。Oracle 9iFS Java API経由で AccessControlListをプログラムで定義します。

� Oracle 9iFSクライアントクライアントクライアントクライアント。Oracle 9iFSのウィンドウおよびWebクライアントで
AccessControlListを定義します。

この項では、XMLおよび Javaを使用して AccessControlListを定義する方法について説明
します。Oracle 9iFSクライアントで AccessControlListを定義する手順は、各クライアント
の Oracle 9iFSオンライン・ヘルプを参照してください。

XMLを使用したを使用したを使用したを使用した AccessControlListの作成および変更の作成および変更の作成および変更の作成および変更
Oracle 9iFSでは、XMLファイルを使用して AccessControlListを定義できます。 XMLファ
イルが Oracle 9iFSにインポートされると、IfsSimpleXmlParserは自動的にそれを使用して
AccessControlListと AccessControlEntryインスタンスを作成または変更します。 Oracle 
9iFSでは、XMLを使用した AccessControlListの削除はサポートされていません。

例 15-29および例 15-30に、XMLを使用して AccessControlListを作成する方法と変更する
方法を示します。

例例例例 15-29 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した AccessControlListの作成の作成の作成の作成

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
<ACCESSCONTROLLIST>
  <NAME>ContentManagementProjectACL</NAME>
  <DESCRIPTION>
     ACL used to manage access to all information 
     pertaining to the Content Management project.

表表表表 15-13 PermissionBundleの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッドの属性およびメソッド

AccessLevel

getAccessLevel()

setAccessLevel()

PermissionBundleでの AccessLevelを判断します。
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  </DESCRIPTION>
  <OWNER RefType = "Name">guest</OWNER>
  <ACEs>
    <ACCESSCONTROLENTRY>
      <GRANTEE ClassName="DirectoryUser" RefType="Name">
         guest
      </GRANTEE>
      <ACCESSLEVEL>
          <DISCOVER> true </DISCOVER>
          <GETCONTENT> true </GETCONTENT>
          <SETATTRIBUTE> true </SETATTRIBUTE>
          <SETCONTENT> true </SETCONTENT>
          <DELETE> true </DELETE>
      </ACCESSLEVEL>
      <GRANTED>true</GRANTED>
    </ACCESSCONTROLENTRY>
  </ACEs>
</ACCESSCONTROLLIST>

例例例例 15-30 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した AccessControlListの変更の変更の変更の変更

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
<ACCESSCONTROLLIST>
  <UPDATE RefType = "Name">ContentManagementProjectACL</UPDATE>
    <OWNER RefType = 'Name'>system</OWNER>
  <ACEs>
    <ACCESSCONTROLENTRY>
      <GRANTEE ClassName='DirectoryUser' RefType="Name"> guest </GRANTEE>
      <ACCESSLEVEL>
          <SETATTRIBUTE> true </SETATTRIBUTE>
          <SETCONTENT> true </SETCONTENT>
          <DELETE> true </DELETE>
      </ACCESSLEVEL>
      <GRANTED>false</GRANTED>
    </ACCESSCONTROLENTRY>
  </ACEs>
</ACCESSCONTROLLIST>

XML構成ファイルの各要素を使用して、AccessControlListおよび AccessControlEntryイン
スタンスの属性の値を指定します。 

注意注意注意注意 : XML構成ファイルの構文規則の詳細は、第 10章「XMLおよび
Oracle Internet File System」を参照してください。
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例 15-14に、AccessControlList構成ファイルの各 XML要素を示します。 この表は、Javaク
ラスとその要素に対応する Oracle 9iFS Java APIの属性、各要素の使用方法および要素の有
効な XML属性を示しています。

表表表表 15-14 AccessControlListのののの XML構成ファイルの要素構成ファイルの要素構成ファイルの要素構成ファイルの要素

要素要素要素要素 クラス情報クラス情報クラス情報クラス情報 属性属性属性属性 使用方法使用方法使用方法使用方法

<ACCESSCONTROLLIST> AccessControlList
PublicObjectのサブクラス

AccessControlList構成
ファイルのルート要素。 
AccessControlListクラ
スの名前に対応する必要
があります。

<NAME> AccessControlListクラスの
Name属性

<NAME>要素は、
AccessControlListの名
前を指定するために使用
されます。    

<ACEs> AccessControlListクラスの
属性との直接の対応関係は
なし

AccessControlEntryイン
スタンスの宣言は、
<ACEs>要素で囲む必要
があります。

<ACCESSCONTROLENTRY> AccessControlEntry
SystemObjectのサブクラス

各 AccessControlEntry
は
<ACCESSCONTROLEN
TRY>要素で宣言されま
す。

   <GRANTEE>  AccessControlEntryクラス
の Grantee属性

RefType
ClassName
Existing

<GRANTEE>要素は、
AccessControlEntry内で
権限が付与または取り消
されるユーザーまたはグ
ループを指定するために
使用されます。

<ACCESSLEVEL> AccessControlEntryクラス
の AccessLevel属性

<ACCESSLEVEL>要素
は、付与または取消し対
象となる権限を保持する
ために使用されます。
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<DISCOVER>

<GETCONTENT>

<SETATTRIBUTE>

<SETCONTENT>

<DELETE>

<LOCK>

<GRANT>

<ADDMEMBER>

<REMOVEMEMBER>

<ADDITEM>

<REMOVEITEM>

<ADDRELATIONSHIP>

<REMOVERELATIONSHIP>

<ADDVERSIONSERIES>

<REMOVEVERSIONSERIES>

<ADDVERSION>

<REMOVEVERSION>

<SETDEFAULTVERSION>

<SETPOLICY>

<CREATE>

<SELECTORACCESS>

対応する権限を表す
AccessLevelクラスの定数

各要素は、AccessLevel
に特定の権限を含めるた
めに使用されます。各要
素の値は、AccessLevel
に権限を含める場合は
TRUEに設定されます。

<EXTENDEDPERMISSIONS> AccessControlEntryクラス
の ExtendedPermissions属
性

<EXTENDEDPERMISSI
ONS>要素は、
AccessControlEntryで付
与または取消し対象とな
る ExtendedPermission
を保持するために使用さ
れます。

<EXTENDEDPERMISSION> SystemObjectを拡張する
ExtendedPermissionクラス

RefType
ClassName

各 ExtendedPermission
は、
<EXTENDEDPERMISSI
ON>要素で表されます。
この要素の値は、
ExtendedPermissionの
Nameを参照します。

表表表表 15-14 AccessControlListのののの XML構成ファイルの要素構成ファイルの要素構成ファイルの要素構成ファイルの要素（続き）（続き）（続き）（続き）

要素要素要素要素 クラス情報クラス情報クラス情報クラス情報 属性属性属性属性 使用方法使用方法使用方法使用方法
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Javaを使用したを使用したを使用したを使用した AccessControlListの作成、変更および削除の作成、変更および削除の作成、変更および削除の作成、変更および削除
Oracle 9iFS Java APIには、AccessControlListの各コンポーネントを操作するための、より
確実なインタフェースが用意されています。例 15-31、例 15-32および例 15-33に、Java API
を使用して AccessControlListを作成、変更および削除する方法を示します。

例例例例 15-31 Java を使用したを使用したを使用したを使用した AccessControlListの作成の作成の作成の作成

1. アプリケーションは、AccessControlListで権限が付与される DirectoryUserをすでに取
得しているとします。

DirectoryGroup du = ...

2. 新規 AccessControlListDefinitionを作成します。

AccessControlListDefinition aclDef = new AccessControlListDefinition(session);

<GRANTED> AccessControlEntryクラス
の Granted属性

<GRANTED>要素は、
権限を付与するか取り消
すかを指定するために使
用されます。この要素の
値は、権限を付与する場
合は TRUE、取り消す場
合は FALSEに設定され
ます。

<PERMISSIONBUNDLES> AccessControlEntryクラス
の PermissionBundles属性

<PERMISSIONBUNDLE
S>要素は、
AccessControlEntryで付
与または取消し対象とな
る PermissionBundleを
保持するために使用され
ます。

<PERMISSIONBUNDLE> SystemObjectクラスを拡張
する PermissionBundleクラ
ス

RefType
ClassName

各 PermissionBundleは、
要素の RefType属性を
使用して
PermissionBundleオブ
ジェクトを参照する
<PERMISSIONBUNDLE
>要素で表されます。

表表表表 15-14 AccessControlListのののの XML構成ファイルの要素構成ファイルの要素構成ファイルの要素構成ファイルの要素（続き）（続き）（続き）（続き）

要素要素要素要素 クラス情報クラス情報クラス情報クラス情報 属性属性属性属性 使用方法使用方法使用方法使用方法
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3. AccessControlListの属性値を設定します。

aclDef.setAttributeByUpperCaseName("NAME",
         AttributeValue.newAttributeValue(
           "ContentManagementProjectACL"));

aclDef.setShared(TRUE);

4. AccessControlListDefinitionを LibrarySessionに渡して、新規 AccessControlListを作成
します。

AccessControlList acl = (AccessControlList) session.createPublicObject(aclDef);

5. DirectoryUserに権限を付与する AccessControlEntryDefinitionを作成します。
AccessControlListで AccessControlEntryDefinitionを設定します。

AccessControlEntryDefinition aceDef1 = 
             new AccessControlEntryDefinition(session);
aceDef1.setGrantee(du);

String[] levels = {"Discover",
                   "GetContent",
                   "SetAttribute", 
                   "SetContent",
                   "Delete"};
AccessLevel al1 = new AccessLevel(levels);
aceDef1.setDistinctAccessLevel(al1);

acl.grantAccess(aceDef1);

6. DirectoryUserから Delete権限を取り消す AccessControlEntryDefinitionを作成します。
AccessControlListで AccessControlEntryDefinitionを設定します。

AccessControlEntryDefinition aceDef2 = 
             new AccessControlEntryDefinition(session);
aceDef2.setGrantee(du);

AccessLevel al2 = new AccessLevel(AccessLevel.ACCESSLEVEL_DELETE);
aceDef2.setDistinctAccessLevel(al2);

acl.revokeAccess(aceDef2);

例例例例 15-32 Java を使用したを使用したを使用したを使用した AccessControlListの変更の変更の変更の変更

1. アプリケーションは、AccessControlListと、そこで新規の権限が付与される
DirectoryUserをすでに取得しているとします。

AccessControlList acl = ...
DirectoryUser du = ...
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2. ユーザーにすべての権限を付与する新規 AccessControlEntryDefinitionを作成します。

AccessControlEntryDefinition aceDef = 
     new AccessControlEntryDefinition(session);
aceDef.setGrantee(du);
aceDef.setGranted(true);

AccessLevel al = new AccessLevel();
al.enableAllStandardPermissions();
aceDef.setDistinctAccessLevel(al);

3. 新規 AccessControlEntryを AccessControlListの先頭に挿入する必要があるかどうかを
指定します。先頭に挿入すると、Oracle 9iFSで解決されるときには、そのグループのメ
ンバーから権限を取り消す AccessControlEntryが常に優先されます。

AccessControlEntry firstAce = acl.getAccessControlEntrys(0);
aceDef.setInsertBeforeAccessControlEntry(firstAce);

4. AccessControlListに AccessControlEntryを追加します。

acl.addAccessControlEntry(aceDef);

例例例例 15-33 Java を使用したを使用したを使用したを使用した AccessControlListの削除の削除の削除の削除

1. アプリケーションがすでに AccessControlListを取得しているとします。

AccessControlList acl = ...

2. AccessControlListを削除します。Oracle 9iFSにより、その AccessControlList内のすべ
ての AccessControlEntryが自動的に削除されます。

acl.free();

PublicObjectへのへのへのへの ACLの適用の適用の適用の適用
Oracle 9iFSで作成される各 PublicObjectに、AccessControlListを適用する必要があります。
AccessControlListを適用するには、次の 3つの方法があります。 

� ACL属性の明示的な設定属性の明示的な設定属性の明示的な設定属性の明示的な設定。通常、AccessControlListを PublicObjectに適用するには、
PublicObjectの ACL属性を設定します。ACL属性は、その PublicObjectへのアクセス
管理に使用する必要がある AccessControlListを参照します。

� PublicObjectのののの ACLのデフォルト設定のデフォルト設定のデフォルト設定のデフォルト設定。新規 PublicObjectの作成時に ACL属性を明示
的に設定していない場合、ACL属性は作成者のそのクラスのオブジェクトのデフォル
ト AccessControlListに自動的に設定されます。PublicObjectの所有者やシステム管理
者など、PublicObjectに対する Grantアクセス権を持っているユーザーは、作成後の
ACL属性を更新できます。
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� プロキシによるプロキシによるプロキシによるプロキシによる ACLの適用の適用の適用の適用。ACL属性を使用して AccessControlListを適用するかわり
に、別の PublicObjectの AccessControlListをプロキシで適用できます。ある
PublicObjectを別の PublicObjectの SecuringPublicObjectとして指定すると、保護して
いる PublicObjectの AccessControlListが他方の PublicObjectへのアクセス制御に使用
されます。

この項では、XMLおよび Javaを使用して PublicObjectに AccessControlListを適用する方
法について説明します。 

ACL属性の明示的な設定属性の明示的な設定属性の明示的な設定属性の明示的な設定
この項では、ACL属性を明示的に設定して PublicObjectに AccessControlListを適用する方
法について説明します。例 15-34、例 15-35および例 15-36に、XMLを使用して ACL属性を
設定する方法を示します。例 15-37および例 15-38には、この操作に Javaを使用する方法を
示します。

例例例例 15-34 XMLを使用した新規を使用した新規を使用した新規を使用した新規 PublicObjectへのへのへのへの ACL の適用の適用の適用の適用

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<FOLDER>
  <NAME>My Work-in-Progress</NAME>
  <DESCRIPTION>
     ACL used to manage access to all information pertaining to 
     the Content Management project.
  </DESCRIPTION>
  <ACL>
    <NAME>MyCMWorkInProgressACL</NAME>
    <ACL RefType = "Name">Private</ACL>
    <ACEs>
      <ACCESSCONTROLENTRY>
        <GRANTEE ClassName='DirectoryGroup' RefType="Name">
           CMProjectGroup
        </GRANTEE>
        <ACCESSLEVEL>
          <DISCOVER> true </DISCOVER>
          <GETCONTENT> true </GETCONTENT>
        </ACCESSLEVEL>
        <GRANTED>true</GRANTED>
      </ACCESSCONTROLENTRY>
    </ACEs>

注意注意注意注意 : Oracle 9iFSクライアントで AccessControlListを適用する手順は、
各クライアントの Oracle 9iFSオンライン・ヘルプを参照してください。
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  </ACL>
</FOLDER>

例例例例 15-35 XMLを使用した新規を使用した新規を使用した新規を使用した新規 PublicObjectへの既存への既存への既存への既存 ACLの適用の適用の適用の適用

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<FOLDER>
    <NAME>Content Management Research</NAME>
    <ACL RefType = "Name">
      ContentManagementProjectACL
    </ACL>
    <FOLDERPATH>.</FOLDERPATH>
</FOLDER>

例例例例 15-36 XMLを使用した既存を使用した既存を使用した既存を使用した既存 PublicObjectのののの ACLの変更の変更の変更の変更

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<FOLDER>
    <UPDATE RefType = "Name">Content Management Research</UPDATE>   
    <ACL RefType = "Name">
      Public
    </ACL>
    <FOLDERPATH>.</FOLDERPATH>
</FOLDER>

例例例例 15-37 Java を使用した新規を使用した新規を使用した新規を使用した新規 PublicObjectへの既存への既存への既存への既存 ACLの適用の適用の適用の適用

1. AccessControlListをフェッチします。

Collection aclColl = session.getSystemAccessControlListCollection();
AccessControlList acl = 
    (AccessControlList) aclColl.getItems("Protected");

2. FolderDefinitionを作成して ACL属性を設定します。

FolderDefinition fd = new FolderDefinition(session);
fd.setAttributeByUpperCaseName(Folder.NAME_ATTRIBUTE, 
     AttributeValue.newAttributeValue("Collateral"));
fd.setAttributeByUpperCaseName(Folder.ACL_ATTRIBUTE, 
     AttributeValue.newAttributeValue(acl));

注意注意注意注意 : 例 15-34では、他のユーザーが新規 AccessControlListを使用でき
ないように、AccessControlListの ACL属性を Private 
SystemAccessControlListに設定しています。
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3. FolderDefinitionを LibrarySessionに渡して、新規 Folderを作成します。

Folder f = (Folder) session.createPublicObject(fd);

例例例例 15-38 Java を使用したサブフォルダに対するフォルダのを使用したサブフォルダに対するフォルダのを使用したサブフォルダに対するフォルダのを使用したサブフォルダに対するフォルダの ACL の再帰的な適用の再帰的な適用の再帰的な適用の再帰的な適用

/** This example illustrates how to recursively 
 * apply an ACL to multiple PublicObjects.
 */
1. 検出されたすべてのサブフォルダの ACLを設定する権限がユーザーに対して暗黙的に

付与されるように、管理モードを有効化します。有効化しないと、サブフォルダの所有
者でないユーザーや、サブフォルダの ACLで Grant権限が付与されていないユーザー
は、ACLを適用できません。

session.setAdministrationMode(true);

2. ACLが再帰的に適用されるサブフォルダの親フォルダを取得します。

PublicObject parentFolder, item;

FolderPathResolver fpr = new FolderPathResolver(session);
fpr.setRootFolder();
parentFolder = fpr.findPublicObjectByPath("/public");

3. 親フォルダの ACLを取得します。

AccessControlList acl = parentFolder.getAcl();

4. すべてのサブフォルダの配列を取得します。

PublicObject[] folderItems = parentFolder.getItems();

for (int i = 0 ; i < parentFolder.getItemCount(); i++ )
{

5. アイテムがサブフォルダの場合は、親フォルダの ACLを適用します。

   item = ( PublicObject ) folderItems[i];
   if( item instanceof Folder )
   {
      item.setAcl( acl );
   }
}
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PublicObjectのののの ACLのデフォルト設定のデフォルト設定のデフォルト設定のデフォルト設定
PublicObjectの作成時に ACL属性を明示的に設定しなかった場合、ACLはユーザーのその
クラスのオブジェクトのデフォルト AccessControlListを参照するように自動的に設定され
ます。デフォルト AccessControlListは、ユーザーの PrimaryUserProfile内で識別されます。
PrimaryUserProfileは、ユーザーのデフォルト AccessControlListを保持する次の 2つの属
性を持っています。 

� DefaultACLs。バージョニング対象外の PublicObjectのデフォルト AccessControlListの
指定に使用されます。

� DefaultVersionedACLs。バージョニング対象の PublicObjectのデフォルト
AccessControlListの指定に使用されます。

どちらの属性も、名前 /値のペアである Propertyのリストで構成される PropertyBundleを
参照します。各 Propertyの Nameは、AccessControlListが適用されるオブジェクトのクラ
ス（DOCUMENT、FOLDERなど）を指定します。Propertyの値は、そのクラスのインス
タンスについて、デフォルトで適用する必要のある AccessControlListを参照します。

ユーザーのデフォルト AccessControlListを指定する方法は、「ユーザー・プロファイルの作
成」を参照してください。Javaを使用してユーザーの PrimaryUserProfile内で DefaultACLs 
PropertyBundleに AccessControlListを追加する方法は、例 15-5を参照してください。

プロキシによるプロキシによるプロキシによるプロキシによる ACLの適用の適用の適用の適用
Oracle 9iFSには、PublicObjectへのアクセスを制御するための代替手段が用意されていま
す。ACL属性を設定して PublicObjectに AccessControlListを直接適用するかわりに、
SecuringPublicObject属性を設定して別の PublicObjectの AccessControlListを適用できま
す。 

各 PublicObjectには属性 SecuringPublicObjectが含まれており、この属性をオプションで使
用して、この PublicObjectの保護に使用する別の PublicObjectを指定できます。
SecuringPublicObject属性が別の PublicObjectを参照している場合は、その PublicObjectの
AccessControlListがかわりに使用されます。 

プロキシ・セキュリティは、バージョニング対象の PublicObjectを操作する場合に特に役立
ちます。たとえば、ドキュメントのすべてのバージョンについて、そのドキュメントの
Familyを参照するように SecuringPublicObjectを設定できます。これにより、ドキュメント
の全バージョンのセキュリティを、バージョンごとに個別にではなく一元的にメンテナンス
できます。

注意注意注意注意 : PropertyBundleの操作方法の詳細は、第 6章「任意のメタデータ
と動作の適用」を参照してください。 
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例例例例 15-39 Java を使用したを使用したを使用したを使用した PublicObjectのののの SecuringPublicObject属性の設定属性の設定属性の設定属性の設定

1. DocumentDefinitionを作成します。

DocumentDefinition dd = new DocumentDefinition(session);
dd.setAttribute(Document.NAME_ATTRIBUTE, 
   AttributeValue.newAttributeValue(docname));

Collection formatColl = session.getFormatCollection();
Format fmt = (Format) formatColl.getItems("Text");
dd.setFormat(fmt);

dd.setContent("A new versioned document.");

Folder hf = session.getUser().getPrimaryUserProfile().getHomeFolder();
dd.setAddToFolderOption(hf);

2. VersionDescriptionDefinitionを作成します。

VersionDescriptionDefinition vdd = new VersionDescriptionDefinition(session);
vdd.setAttribute(VersionDescription.NAME_ATTRIBUTE, 
    AttributeValue.newAttributeValue("Versioning1 VersionDescription"));
vdd.setAttribute("VERSIONLABEL", 
    AttributeValue.newAttributeValue("Version 1.0"));
vdd.setPublicObjectDefinition(dd);

3. VersionDescriptionDefinitionを LibrarySessionに渡して、Document、
VersionDescription、VersionSeriesおよび Familyを暗黙的に作成し、
VersionDescriptionを戻します。

VersionDescription vd = (VersionDescription)session.createPublicObject(vdd);

4. VersionDescriptionを使用して他のコンポーネントをフェッチします。

Family f = vd.getFamily();
VersionSeries vs = vd.getVersionSeries();
Document d = (Document) vd.getResolvedPublicObject();

5. VersionDescriptionおよび VersionSeriesの SecuringPublicObjectを、ドキュメントの
Familyになるように設定します。

d.setSecuringPublicObject(f);
vd.setSecuringPublicObject(f);
vs.setSecuringPublicObject(f);
セキュリティ 15-49



PublicObjectへのアクセスの管理
AccessControlListへのアクセスの管理へのアクセスの管理へのアクセスの管理へのアクセスの管理
いずれのエンド・ユーザーも AccessControlListを作成できます。ユーザーが
AccessControlListを作成すると、Oracle 9iFSでは自動的にそのユーザーが
AccessControlListの所有者として指定されます。 

所有者は、他のユーザーが AccessControlListにアクセスする方法を制御できます。つまり、
AccessControlListを検出して PublicObjectに適用できるユーザーや、AccessControlListを
変更して権限を付与または取り消すことができるユーザーを指定できます。
AccessControlListの所有者は、それを検出して変更できるユーザーを決定するために、他の
PublicObjectの場合と同様に AccessControlList の ACL属性を設定します。たとえば、他の
ユーザーに対して AccessControlListの検出や PublicObjectへのアクセス管理への使用を禁
止する場合、所有者は AccessControlListの ACL属性を、Private SystemAccessControlList
を参照するように設定できます。また、他のユーザーに Grant権限を付与する
AccessControlListを適用し、AccessControlListをメンテナンスする職責を共有にすること
もできます。Grant権限は、AccessControlListに新規 AccessControlEntryを追加できる
ユーザーを決定するために使用されます。

例例例例 15-40 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した AccessControlListへのアクセス権の付与へのアクセス権の付与へのアクセス権の付与へのアクセス権の付与

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
<OBJECTLIST>

1. 他の AccessControlListへのアクセスを制御する AccessControlListを作成します。

 <ACCESSCONTROLLIST>
  <NAME>CMProjectACLAdministration</NAME>
  <DESCRIPTION>ACL used to allow the Content Managmeent project members to use the 
AccessControlList, and project leads to manage AccessControlLists.</DESCRIPTION>
  <OWNER RefType = "Name">tturner</OWNER>
  <ACEs>
    <ACCESSCONTROLENTRY>
      <GRANTEE ClassName="DirectoryGroup" RefType="Name">
         CMProjectGroup
      </GRANTEE>
      <ACCESSLEVEL>
          <DISCOVER> true </DISCOVER>
      </ACCESSLEVEL>
      <GRANTED>true</GRANTED>
    </ACCESSCONTROLENTRY>
    <ACCESSCONTROLENTRY>
      <GRANTEE ClassName="DirectoryGroup" RefType="Name">
         CMProjectLeads
      </GRANTEE>
      <ACCESSLEVEL>
          <GRANT> true </GRANT>
      </ACCESSLEVEL>
      <GRANTED>true</GRANTED>
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    </ACCESSCONTROLENTRY>
  </ACEs>
 </ACCESSCONTROLLIST>

2. AccessControlListの ACL属性を設定します。

 <ACCESSCONTROLLIST>
  <NAME>ContentManagementProjectACL</NAME>
  <DESCRIPTION>
     ACL used to manage access to all information 
     pertaining to the Content Management project.
  </DESCRIPTION>
  <OWNER RefType = "Name">tturner</OWNER>
  <ACL RefType = "Name">CMProjectACLAdministration</ACL>
  <ACEs>
    <ACCESSCONTROLENTRY>
      <GRANTEE ClassName="DirectoryGroup" RefType="Name">
         CMProjectGroup
      </GRANTEE>
      <ACCESSLEVEL>
          <DISCOVER> true </DISCOVER>
          <GETCONTENT> true </GETCONTENT>
          <SETCONTENT> true </SETCONTENT>
          <DELETE> true </DELETE>
      </ACCESSLEVEL>
      <GRANTED>true</GRANTED>
    </ACCESSCONTROLENTRY>
  </ACEs>
 </ACCESSCONTROLLIST>

</OBJECTLIST>
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ClassObjectへのアクセスの管理へのアクセスの管理へのアクセスの管理へのアクセスの管理
ClassAccessControlListを使用すると、特定クラスの情報を作成して検索できるユーザーお
よびグループを制御できます。 

この項の内容は、次のとおりです。

� ClassAccessControlListの機能

� ClassAccessControlListの作成

� ClassObjectへの ClassAccessControlListの適用

ClassAccessControlListの機能の機能の機能の機能
ClassAccessControlListは AccessControlListのサブクラスであり、ClassObjectにのみ適用
されます。ClassAccessControlListは AccessControlListを拡張するため、
「AccessControlListの機能」および「AccessControlListの構造」で説明したすべての属性と
動作を持っています。さらに、ClassAccessControlListは、ClassAccessControlListを文字列
で一意に識別するための属性 UniqueNameも持っています。Oracle 9iFSでは、リポジトリ
を検索せずに LibrarySessionから簡単に取得できるように、ClassAccessControlListのコレ
クションもメンテナンスされます。

ClassAccessControlListを ClassObjectに適用するには、ClassObjectの ClassACL属性で
ClassAccessControlListを参照します。 ClassAccessControlListは、ClassObjectに 2つの特
殊な権限 Createおよび SelectorAccessを適用します。Oracle 9iFS Java APIでは、この 2つ
の権限は AccessLevelクラスの定数で表されます。 

表 15-15に、AccessLevelの定数とその使用方法を示します。

表表表表 15-15 ClassObjectの権限の権限の権限の権限

定数定数定数定数 使用方法使用方法使用方法使用方法

AccessLevel_Create Oracle 9iFSは、ユーザーに対してコンテンツ・タイプのインスタ
ンスの作成を許可する前に、そのユーザーに ClassObjectの
ClassAccessControlList内で Create権限が付与されているかどう
かを検証します。 

AccessLevel_SelectorAccess ユーザーがリポジトリ内の情報を検索すると、Oracle 9iFSはその
タイプの情報を戻す前に、そのユーザーに ClassObjectに対する
SelectorAccessが付与されているかどうかをチェックします。 
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ClassAccessControlListの作成の作成の作成の作成
ClassAccessControlListの作成方法は、AccessControlListの場合と同じです。主な違いは、
次のとおりです。

� ClassAccessControlListクラスはインスタンス化されます。

� 含まれるのは、AccessLevel_Createおよび AccessLevel_SelectorAccess権限のみです。

� UniqueNameが自動的に生成されます。

例 15-41および例 15-42に、XMLおよび Javaを使用して ClassAccessControlListを作成す
る方法を示します。

例例例例 15-41 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した ClassAccessControListの作成の作成の作成の作成

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
<CLASSACCESSCONTROLLIST>
  <NAME>ProductCatalogClassACL</NAME>
  <DESCRIPTION>
    ClassACL used to manage access any custom classes 
    created for the ProductCatalog application.
  </DESCRIPTION>
  <ACEs>
    <ACCESSCONTROLENTRY>
      <GRANTEE ClassName="DirectoryGroup" RefType="Name">
         CMProjectGroup
      </GRANTEE>
      <ACCESSLEVEL>
          <SELECTORACCESS> true </SELECTORACCESS>
      </ACCESSLEVEL>
      <GRANTED>true</GRANTED>
    </ACCESSCONTROLENTRY>
    <ACCESSCONTROLENTRY>
      <GRANTEE ClassName="DirectoryGroup" RefType="Name">
         CMProjectLeads
      </GRANTEE>
      <ACCESSLEVEL>
          <CREATE> true </CREATE>
      </ACCESSLEVEL>
      <GRANTED>true</GRANTED>
    </ACCESSCONTROLENTRY>

注意注意注意注意 : Oracle 9iFS Managerで ClassAccessControlListを作成する手順
は、『Oracle Internet File Systemセットアップおよび管理ガイド』を参照
してください。
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  </ACEs>
</CLASSACCESSCONTROLLIST>

例例例例 15-42 Java を使用したを使用したを使用したを使用した ClassAccessControListの作成の作成の作成の作成

1. アプリケーションは、AccessControlListで権限が付与される DirectoryUserおよび
DirectoryGroupをすでに取得しているとします。

DirectoryGroup CMGroup = ...
DirectoryGroup CMLeads = ...

2. ClassAccessControlListを作成するには、管理モードを有効化する必要があります。

session.setAdministrationMode(true);

3. 新規の ClassAccessControlListDefinitionを作成します。

ClassAccessControlListDefinition aclDef = 
      new ClassAccessControlListDefinition(session);

4. ClassAccessControlListの属性値を設定します。

aclDef.setAttributeByUpperCaseName("NAME",
         AttributeValue.newAttributeValue(
           "ProductCatalogClassACL"));
aclDef.setShared(TRUE);

5. ClassAccessControlListDefinitionを LibrarySessionに渡して、新規の
ClassAccessControlListおよび AccessControlEntryインスタンスを作成します。

ClassAccessControlList classAcl = 
     (ClassAccessControlList) session.createPublicObject(aclDef);

6. Content Managementグループのメンバーにクラスのインスタンスの検索権限を付与す
るように、AccessControlEntryDefinitionを作成します。

AccessControlEntryDefinition aceDef1 = 
             new AccessControlEntryDefinition(session);
aceDef1.setGrantee(dg1);

AccessLevel al1 = new AccessLevel(AccessLevel.ACCESSLEVEL_SELECTORACCESS);
aceDef1.setDistinctAccessLevel(al1);

acl.grantAccess(aceDef1);
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7. Content Managementリーダー・グループのメンバーにクラスのインスタンスの作成権
限を付与するように、AccessControlEntryDefinitionを作成します。

AccessControlEntryDefinition aceDef2 = 
             new AccessControlEntryDefinition(session);
aceDef2.setGrantee(dg2);

AccessLevel al2 = new AccessLevel(AccessLevel.ACCESSLEVEL_CREATE);
aceDef2.setDistinctAccessLevel(al2);

acl.grantAccess(aceDef2);

ClassObjectへのへのへのへの ClassAccessControlListの適用の適用の適用の適用
ClassObjectの ClassACL属性で ClassAccessControlListを参照すると、ClassObjectに
ClassAccessControlListを適用できます。

例 15-43に、新規 ClassObjectに既存の ClassAccessControlListを適用する方法を示します。 

例例例例 15-43 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した ClassObjectへのへのへのへの ClassAccessControlListの適用の適用の適用の適用

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CLASSOBJECT>
    <NAME>Image</NAME>   
    <SUPERCLASS RefType = "Name">Document</SUPERCLASS>  
    <CLASSACL RefType = "Name">ProductCatalogClassACL</CLASSACL>
    <ATTRIBUTES>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>Width</NAME>
            <DATATYPE>Integer</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>Height</NAME>
            <DATATYPE>Integer</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
    </ATTRIBUTES>
</CLASSOBJECT>

注意注意注意注意 : ClassObjectの作成方法の詳細は、第 5章「コンテンツ・タイプと
属性の拡張」を参照してください。
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例例例例 15-44 Java を使用したを使用したを使用したを使用した ClassObjectへのへのへのへの ClassAccessControlListの適用の適用の適用の適用

1. 管理モードを有効化します。

session.setAdministrationMode(true);

2. 新規 ClassObjectの値を保持する ClassObjectDefinitionを作成します。

ClassObjectDefinition codef = new ClassObjectDefinition(session);
codef.setAttributeByUpperCaseName(ClassObject.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("IMAGE"));
codef.setAttributeByUpperCaseName(ClassObject.DESCRIPTION_ATTRIBUTE,
       AttributeValue.newAttributeValue("Image files"));

ClassObject superClass = session.getClassObjectByName("DOCUMENT");
codef.setSuperclass(superClass);

AttributeDefinition adef1 = new AttributeDefinition(session);
adef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("Height")); 
adef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DESCRIPTION_ATTRIBUTE, 
     AttributeValue.newAttributeValue("Image Height"));
adef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DATATYPE_ATTRIBUTE,
     AttributeValue.newAttributeValue(Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_INTEGER));
adef1.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.REQUIRED_ATTRIBUTE,  
             AttributeValue.newAttributeValue(false));
codef.addAttributeDefinition(adef1);

AttributeDefinition adef2 = new AttributeDefinition(session);
adef2.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.NAME_ATTRIBUTE,
        AttributeValue.newAttributeValue("Width")); 
adef2.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DESCRIPTION_ATTRIBUTE, 
     AttributeValue.newAttributeValue("Image Width"));
adef2.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.DATATYPE_ATTRIBUTE,
     AttributeValue.newAttributeValue(Attribute.ATTRIBUTEDATATYPE_INTEGER));
adef2.setAttributeByUpperCaseName(Attribute.REQUIRED_ATTRIBUTE,  
             AttributeValue.newAttributeValue(false));
codef.addAttributeDefinition(adef2);

3. ClassAccessControlListコレクションから ClassAccessControlListをフェッチし、
ClassObjectDefinitionに適用します。

Collection classAclColl = session.getClassAccessControlListCollection();
ClassAccessControlList classACL = 
     (ClassAccessControlList) classAclColl.getItems("PRODUCTCATALOGCLASSACL");
codef.setAttributeByUpperCaseName(ClassObject.CLASSACL_ATTRIBUTE, 
    AttributeValue.newAttributeValue(classACL));
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4. ClassObjectDefinitionを LibrarySessionに渡して、コンテンツ・タイプの ClassObject
および Attributeインスタンスを作成します。

ClassObject classObj = (ClassObject) session.createSchemaObject(codef);

オブジェクトへの暗黙的なアクセス権の付与オブジェクトへの暗黙的なアクセス権の付与オブジェクトへの暗黙的なアクセス権の付与オブジェクトへの暗黙的なアクセス権の付与
Oracle 9iFSでは、次の 2つの場合に、情報へのすべてのアクセス権が暗黙的に付与されま
す。

� 管理管理管理管理。ユーザーがシステム管理者の場合です。

� 所有権所有権所有権所有権。ユーザーがオブジェクト所有者の場合です。

管理管理管理管理
システム管理者には、リポジトリ内の全情報へのすべてのアクセス権が暗黙的に付与されま
す。いずれのユーザーも、自分を表す DirectoryUserオブジェクトの AdminEnabled属性を
設定して、管理権限を受け取ることができます。その後、そのユーザーは Oracle 9iFSとの
セッション中に管理モードを有効化し、リポジトリ内の全情報へのすべてのアクセスを取得
できます。

XMLおよび Javaを使用してユーザーに管理権限を付与する方法は、例 15-45および例 15-46
を参照してください。 

例 15-45に、クライアント・アプリケーションで Oracle 9iFSとのユーザー・セッションの管
理モードを有効化する方法を示します。

例例例例 15-45 XMLを使用したユーザーへの管理権限の付与を使用したユーザーへの管理権限の付与を使用したユーザーへの管理権限の付与を使用したユーザーへの管理権限の付与

<?xml version = '1.0' standalone = 'yes'?>
<SIMPLEUSER>
  <USERNAME>gking</USERNAME>
  <PASSWORD>ifs</PASSWORD>
  <DISTINGUISHEDNAMESUFFIX>.ambiguity.com</DISTINGUISHEDNAMESUFFIX>
  <ADMINENABLED>true</ADMINENABLED>
  <HOMEFOLDERROOT>/home</HOMEFOLDERROOT>
  <EMAILADDRESSSUFFIX>@ambiguity.com</EMAILADDRESSSUFFIX>
</SIMPLEUSER>

注意注意注意注意 : Oracle 9iFSクライアントを使用してユーザーに管理権限を付与す
る手順は、『Oracle Internet File Systemセットアップおよび管理ガイド』
を参照してください。
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例例例例 15-46 Java を使用したユーザーへの管理権限の付与を使用したユーザーへの管理権限の付与を使用したユーザーへの管理権限の付与を使用したユーザーへの管理権限の付与

1. ユーザーを作成するには、管理モードを有効化する必要があります。

session.setAdministrationMode(true);

2. UserManagerの新規インスタンスを構成します。

// Creating an user using all the default options;
UserManager usermanager = new UserManager(session);

3. Admin_Enabled属性を 'true'に設定するオプションの HashTableを構成します。

Hashtable userOptions = new Hashtable();
userOptions.put(UserManager.ADMIN_ENABLED, new Boolean(true));

4. ユーザーを作成します。

DirectoryUser dUser = usermanager.createUser("Gary.King",
                                             "ifs",
                                             userOptions);

例例例例 15-47 Java を使用した管理モードの有効化を使用した管理モードの有効化を使用した管理モードの有効化を使用した管理モードの有効化

1. アプリケーションが LibrarySessionを取得しているとします。

LibrarySession session = ....

2. ユーザーを作成するには、管理モードを有効化する必要があります。

session.setAdministrationMode(true);

所有権所有権所有権所有権
Oracle 9iFSの各オブジェクトは、そのオブジェクトへのすべてのアクセス権を持つユーザー
により所有されます。ユーザーは、オブジェクトの Owner属性で参照されることでオブ
ジェクトの所有権が付与されます。リポジトリ内でオブジェクトが作成されると、Oracle 
9iFSは自動的に Owner属性を作成者に設定します。Owner属性は、いつでも他のユーザー
を参照するように変更できます。

例例例例 15-48 XMLを使用した新規を使用した新規を使用した新規を使用した新規 PublicObjectの所有者の設定の所有者の設定の所有者の設定の所有者の設定

<?xml verssion="1.0" standalone="yes"?>
<FOLDER>
  <NAME>My Work-in-Progress</NAME>
  <OWNER RefType = "Name">tturner</OWNER>
</FOLDER>
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例例例例 15-49 XMLを使用した既存を使用した既存を使用した既存を使用した既存 PublicObjectの所有者の変更の所有者の変更の所有者の変更の所有者の変更

<?xml verssion="1.0" standalone="yes"?>
<FOLDER>
  <UPDATE RefType = "Name">My Work-in-Progress</UPDATE>
  <OWNER RefType = "Name">gking</OWNER>
</FOLDER>

例例例例 15-50 Java を使用した新規を使用した新規を使用した新規を使用した新規 PublicObjectの所有者の設定の所有者の設定の所有者の設定の所有者の設定

1. FolderDefinitionを作成します。

FolderDefinition fd = new FolderDefinition(session);
fd.setAttributeByUpperCaseName(Folder.NAME_ATTRIBUTE, 
     AttributeValue.newAttributeValue("Collateral"));

2. FolderDefinitionの Owner属性を設定します。

Collection duColl = session.getDirectoryUserCollection();
DirectoryUser du = (DirectoryUser) duColl.getItems("tturner");
fd.setAttributeByUpperCaseName(Folder.OWNER_ATTRIBUTE,
    AttributeValue.newAttributeValue(du));

3. FolderDefinitionを LibrarySessionに渡して、新規 Folderを作成します。

Folder f = (Folder) session.createPublicObject(fd);

例例例例 15-51 Java を使用した既存を使用した既存を使用した既存を使用した既存 PublicObjectの所有者の変更の所有者の変更の所有者の変更の所有者の変更

1. アプリケーションがすでにフォルダを取得しているとします。

Folder f = ....

2. Folderの Owner属性を設定します。

Collection duColl = session.getDirectoryUserCollection();
DirectoryUser du = (DirectoryUser) duColl.getItems("gking");
f.setOwner(du);
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サンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード
Oracle 9iFSには、Java APIの操作の出発点として使用できるように、2組のサンプル・コー
ド・ファイルが用意されています。

� ドキュメント・サンプル・ファイル

� APIサンプル・コード

ドキュメント・サンプル・ファイルドキュメント・サンプル・ファイルドキュメント・サンプル・ファイルドキュメント・サンプル・ファイル
Oracle 9iFSは、この章の例について実行可能なサンプル・コード・ファイルとともにインス
トールされます。 各サンプル・コード・ファイルは、<ORACLE_HOME>/9ifs/samplecode
/oracle/ifs/examples/devdoc/securityディレクトリにあります。これらのサンプ
ル・コード・ファイルは、この章の例をテストする場合に役立ちます。ただし、適切な順序
で実行しないと、2回以上実行した場合にネーミングの競合が生じることがあります。

表 15-16に、サンプル・コード・ファイルとそれに対応する例を示します。

表表表表 15-16 例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル

例例例例 サンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイル

例 15-1「XMLを使用した DirectoryUserの作成」 CreateSimpleUser.xml

例 15-2「XMLを使用した DirectoryUserの変更」 UpdateDirectoryUser.xml

例 15-3「XMLを使用した PrimaryUserProfileの変
更」

UpdatePrimaryUserProfile.xml

例 15-4「Javaを使用したユーザーの作成」 CreateUser.java

例 15-5「Javaを使用した DirectoryUserの変更」 CreateUser.java

例 15-6「Javaを使用した DirectoryUserの削除」 DeleteUser.java

例 15-7「XMLを使用した ExtendedUserProfileク
ラスの作成」

CreateExtendedUserProfileType.
xml

例 15-8「Javaを使用した ExtendedUserProfileクラ
スの作成」

CreateExtendedUserProfileType.
java

例 15-9「Javaを使用した ExtendedUserProfileクラ
スの属性の追加、削除および更新」

UpdateExtendedUserProfileType.
java

例 15-10「Javaを使用した ExtendedUserProfileク
ラスの削除」

DeleteExtendedUserProfileType.
java

例 15-11「XMLを使用した ExtendedUserProfileイ
ンスタンスの作成」

CreateExtendedUserProfile.xml
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例 15-12「Javaを使用した ExtendedUserProfileイ
ンスタンスの作成」

CreateExtendedUserProfile.java

例 15-13「Javaを使用した ExtendedUserProfileイ
ンスタンスの削除」

DeleteExtendedUserProfiles.java

例 15-14「XMLを使用した DirectoryGroupインス
タンスの作成」

CreateDirectoryGroup.xml

例 15-15「XMLを使用した DirectoryGroupインス
タンスの変更」

UpdateDirectoryGroup.xml

例 15-16「Javaを使用した DirectoryGroupインス
タンスの作成」

CreateDirectoryGroup.java

例 15-17「Javaを使用した DirectoryGroupインス
タンスの変更」

UpdateDirectoryGroup.java

例 15-18「Javaを使用した DirectoryGroupインス
タンスの削除」

DeleteDirectoryGroup.java

例 15-19「XMLを使用したグループ・クラスの作
成」

CreateDirectoryGroupType.xml

例 15-20「Javaを使用したグループ・クラスの作
成」

CreateDirectoryGroupType.java

例 15-21「Javaを使用したグループ・クラスの属性
の追加、削除および更新」

UpdateDirectoryGroupType.java

例 15-22「Javaを使用したグループ・クラスの削
除」

DeleteDirectoryGroupType.java

例 15-23「XMLを使用したカスタム・グループ・イ
ンスタンスの作成」

CreateCustomDirectoryGroup.xml

例 15-24「XMLを使用したカスタム・グループ・イ
ンスタンスの変更」

UpdateCustomDirectoryGroup.xml

例 15-25「Javaを使用したカスタム・グループ・イ
ンスタンスの作成」

CreateCustomDirectoryGroup.java

例 15-26「Javaを使用したカスタム・グループ・イ
ンスタンスの変更」

UpdateCustomDirectoryGroup.java

例 15-27「Javaを使用したカスタム・グループ・イ
ンスタンスの削除」

DeleteCustomDirectoryGroups.
java

例 15-28「Javaを使用したユーザーの認証」 どのサンプル・コード・ファイルでも、
ユーザーは Oracle 9iFSで認証されます。

表表表表 15-16 例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル（続き）（続き）（続き）（続き）

例例例例 サンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイル
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例 15-29「XMLを使用した AccessControlListの作
成」

CreateACL.xml

例 15-30「XMLを使用した AccessControlListの変
更」

UdpateACL.xml

例 15-31「Javaを使用した AccessControlListの作
成」

CreateACL.java

例 15-32「Javaを使用した AccessControlListの変
更」

UpdateACL.java

例 15-33「Javaを使用した AccessControlListの削
除」

DeleteACLs.java

例 15-34「XMLを使用した新規 PublicObjectへの
ACLの適用」

ApplyNewACLtoNewPO.xml

例 15-35「XMLを使用した新規 PublicObjectへの
既存 ACLの適用」

ApplyExistingACLtoNewPO.xml

例 15-36「XMLを使用した既存 PublicObjectの
ACLの変更」

UpdateACLonExistingPO.xml

例 15-37「Javaを使用した新規 PublicObjectへの既
存 ACLの適用」

ApplyExistingACLtoNewPO.java

例 15-38「Javaを使用したサブフォルダに対する
フォルダの ACLの再帰的な適用」

ApplyACLRecursively.java

例 15-39「Javaを使用した PublicObjectの
SecuringPublicObject属性の設定」

ApplyACLbyProxy.java

例 15-40「XMLを使用した AccessControlListへの
アクセス権の付与」

GrantAccesstoACL.xml

例 15-41「XMLを使用した ClassAccessControList
の作成」

CreateCACL.xml

例 15-42「Javaを使用した ClassAccessControList
の作成」

CreateCACL.java

例 15-43「XMLを使用した ClassObjectへの
ClassAccessControlListの適用」

ApplyCACL.xml

例 15-44「Javaを使用した ClassObjectへの
ClassAccessControlListの適用」

ApplyCACL.java

表表表表 15-16 例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル（続き）（続き）（続き）（続き）

例例例例 サンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイル
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Javaサンプル・コード・ファイルの実行サンプル・コード・ファイルの実行サンプル・コード・ファイルの実行サンプル・コード・ファイルの実行
Javaサンプル・コード・ファイルを実行する手順は、次のとおりです。

1. Oracle 9iFSホスト・マシン上で、CLASSPATHに Java APIの JARファイルが含まれて
いるかどうかを確認します。

2. JDK 1.2.2で、<ORACLE_HOME>/9ifs/samplecode/oracle/ifs/examples
/devdoc/securityディレクトリにあるサンプル・コード・ファイルをコンパイルし
ます。

例例例例 15-52 Solarisでのサンプル・コード・ファイルのコンパイルでのサンプル・コード・ファイルのコンパイルでのサンプル・コード・ファイルのコンパイルでのサンプル・コード・ファイルのコンパイル

> cd $ORACLE_HOME/9ifs/samplecode/oracle/ifs/examples/devdoc/security
> javac CreateUser.java

3. ファイルのコメントをチェックし、このファイルの前に他のファイルの実行が予期され
ているかどうかを調べます。

4. クラスを実行して引数を指定します。引数の入力値が表示されます。すべての引数に値
が必要です。値を指定しないと、一部またはすべての引数にデフォルトが設定されま
す。クラスにより結果が画面に出力されます。

例 15-45「XMLを使用したユーザーへの管理権限の
付与」

CreateAdminEnabledUser.xml

例 15-46「Javaを使用したユーザーへの管理権限の
付与」

CreateUser.java

例 15-47「Javaを使用した管理モードの有効化」 CreateUser.javaなど、多くのサンプ
ル・コード・ファイルでは、タスクを実
行できるように管理モードが有効化され
ます。

例 15-48「XMLを使用した新規 PublicObjectの所
有者の設定」

SetOwneronPO.xml

例 15-49「XMLを使用した既存 PublicObjectの所
有者の変更」

UpdateOwneronPO.xml

例 15-50「Javaを使用した新規 PublicObjectの所有
者の設定」

SetOwneronNewPO.java

例 15-51「Javaを使用した既存 PublicObjectの所有
者の変更」

SetOwneronExistingPO.java

表表表表 15-16 例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル（続き）（続き）（続き）（続き）

例例例例 サンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイル
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例例例例 15-53 Solarisでのサンプル・コード・ファイルの実行でのサンプル・コード・ファイルの実行でのサンプル・コード・ファイルの実行でのサンプル・コード・ファイルの実行

> java oracle.ifs.examples.documentation.security.CreateUser.java
newuser=lrichards admin=false emailAddress=lrichards@ambiguity.com acl=Public

  Running with arguments :
    user = system
    password = manager
    service = IfsDefault
    schemapassword = ifssys
    newuser = lrichards
  -----------Results----------
New User Created : lrichards
  DistinguishedName = lrichards
  AdminEnabled = false

XMLサンプル・コード・ファイルの実行サンプル・コード・ファイルの実行サンプル・コード・ファイルの実行サンプル・コード・ファイルの実行
XML構成ファイルを実行する手順は、次のとおりです。

1. XML構成ファイルの解析をサポートする Oracle 9iFSクライアントを開きます。

2. XML構成ファイルにより実行されるタスクに該当する管理権限を持つユーザーでログ
インします。

3. XML構成ファイルをインポートします。

4. 結果を Oracle 9iFS Managerで表示します。

APIサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード
Oracle 9iFSは、例のサンプル・コード・ファイルのみでなく、Java APIの操作開始の出発
点として役立つ高度なサンプル・コードとともにインストールされます。 この APIサンプ
ル・コードは、<ORACLE_HOME>/9ifs/samplecode/oracle/ifs/examples/apiディ
レクトリにあります。この APIサンプル・コードは何度実行しても名前の競合が生じること
はないため、ドキュメント・サンプル・コード・ファイルより操作が簡単です。

表 15-17に、この章に関連する APIサンプル・コードを示します。

表表表表 15-17 APIサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード

クラスクラスクラスクラス 使用方法使用方法使用方法使用方法

GroupSample.java グループを作成します。ユーザーとグループを追加してグルー
プに移入します。

CreateLargeGroups.
java

グループを作成します。トランザクションの使用方法を示しま
す。
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AclSample.java AccessControlListを作成して変更します。

ApplyAclToFolder.java フォルダ・ツリーの下位へと ACLを再帰的に適用します。プラ
イベート・クラスを使用してメソッドをオーバーライドする方
法を示します。

表表表表 15-17 APIサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード（続き）（続き）（続き）（続き）

クラスクラスクラスクラス 使用方法使用方法使用方法使用方法
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セッションおよびトランザクション
16

セッションおよびトランザクションの管理セッションおよびトランザクションの管理セッションおよびトランザクションの管理セッションおよびトランザクションの管理

第 4章「Oracle Internet File Systemドキュメントの作成」では、開発者がカスタム・アプリ
ケーションの構築を開始できるように、Oracle 9iFSとのセッションを確立し、そのセッショ
ンを使用してオブジェクトを作成する方法を説明しました。この章では、セッション管理の
詳細について説明します。この章の内容は、次のとおりです。

� セッションの管理

� トランザクションの管理

� サンプル・コード
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セッションの管理
セッションの管理セッションの管理セッションの管理セッションの管理
エージェント、プロトコル・サーバーまたはWebクライアントなど、カスタム・アプリ
ケーションを構築する場合は、まず Oracle 9iFSとのセッションを確立する必要があります。
このセッションで、アプリケーションはユーザーを認証し、ユーザーが操作中の情報を
キャッシュし、リポジトリ内で情報の検索、フォルダのブラウズ、オブジェクトの作成、更
新および削除などの操作を実行できます。

Oracle 9iFSのセッション管理の機能のセッション管理の機能のセッション管理の機能のセッション管理の機能
Oracle 9iFSには、セッション管理用に高度な拡張性を持った高パフォーマンスのフレーム
ワークが用意されています。このフレームワークにより、アプリケーションで処理の負荷を
複数の中間層マシンに分散し、水平方向に拡張できます。また、アプリケーションは情報を
キャッシュし、データベース・リソースをプールして、メモリー使用量とパフォーマンスを
適化できます。

このフレームワークでは、セッション管理に次の 2つの Javaオブジェクトが使用されます。 

� LibraryService

� LibrarySession

図図図図 16-1 セッション管理オブジェクト・モデルセッション管理オブジェクト・モデルセッション管理オブジェクト・モデルセッション管理オブジェクト・モデル
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セッションの管理
LibraryService
LibraryService（サービス）は、次の操作を受け持ちます。

� データベースへの接続

� ユーザーの認証

� セッションの管理

� 情報のキャッシュ

データベースへの接続データベースへの接続データベースへの接続データベースへの接続  各 LibraryServiceは、Oracle9iデータベースへの接続とデータベー
ス・リソースのプーリングを受け持ちます。サービスは Oracle Net経由でデータベースに接
続し、データベースが稼働中のマシン上でのローカル接続、または中間層マシンからのリ
モート接続を可能にします。その結果、サービスにより、処理負荷とメモリー需要を複数の
ホスト・マシン間で分散することで、アプリケーションを拡張できます。この方法でアプリ
ケーションを分散すると、アプリケーションを各種ユーザーがアクセスできるホスト・マシ
ンに配置することで、そのアクセス可能性も管理できます。たとえば、インターネット・
ユーザーがアクセスできるように、Webアプリケーションを会社のファイアウォールの外側
にあるホスト・マシンに配置できます。SMBベース・アプリケーションは、社内のユーザー
が社内ネットワーク経由でアクセスできるホスト・マシンに配置できます。会社が世界各地
に分散している場合は、イントラネット・アプリケーションを各サイトのホスト・マシン間
で分散させることができます。

ユーザーの認証ユーザーの認証ユーザーの認証ユーザーの認証  アプリケーションは、サービスを使用して Oracle 9iFSとのセッションを取
得します。アプリケーション用のセッションを確立するために、サーバーはまずユーザーを
認証します。ユーザー資格証明が有効である場合、サービスはセッションを提供し、アプリ
ケーションはそのセッションで Oracle 9iFSと通信できます。 

セッションの管理セッションの管理セッションの管理セッションの管理  各サービスはセッション・セットを管理します。つまり、アクティブで
ないセッションのタイムアウト、セッション・アクティビティのトレース、セッションでア
クセスされる情報のキャッシュのメンテナンス、セッションで実行される操作によるイベン
トの公開を受け持ちます。 

情報のキャッシュ情報のキャッシュ情報のキャッシュ情報のキャッシュ  Oracle 9iFSサービスにより、アプリケーションのパフォーマンス、ネッ
トワーク需要およびメモリー使用量も 適化できます。各サービスは、セッションでアクセ
スされる情報のキャッシュをメンテナンスします。サービスは情報をキャッシュすること
で、セッションにより構成される Javaオブジェクトの数と、データベースからデータを取
り出すコールの数を減らします。 

イベントの処理イベントの処理イベントの処理イベントの処理  Oracle 9iFSサービスは、イベント処理にも使用されます。サービスは、
セッションで処理できるように、Oracle 9iFSで発生したイベントを公開します。
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セッションの管理
LibrarySession
LibrarySession（セッション）は、次の操作を受け持ちます。

� セッションの状態の管理

� 操作の実行

� イベントの処理

� トランザクションの管理

� コミットされていない変更情報のキャッシュ

セッションの状態の管理セッションの状態の管理セッションの状態の管理セッションの状態の管理  Oracle 9iFSセッションは、それ自体の状態をメンテナンスします。
たとえば、セッションでは、現行のユーザーと、管理モードが有効化されているかどうかが
追跡されます。

操作の実行操作の実行操作の実行操作の実行  セッションは、アプリケーションで実行されるすべての操作のファクトリとし
て機能します。アプリケーションは、セッションを使用してオブジェクトを作成、変更およ
び削除します。また、セッションを使用して Oracle 9iFS内の情報の問合せを実行し、
DirectoryUserコレクション、ClassObjectコレクションおよび SystemAccessControlListコ
レクションなど、頻繁に使用するオブジェクトのコレクションを取得します。

トランザクションの管理トランザクションの管理トランザクションの管理トランザクションの管理  Oracle 9iFSセッションは、トランザクション内で操作を同期で実
行するためにも使用されます。アプリケーションはセッションを使用してトランザクション
を開始し、トランザクション中の操作はすべてセッションのキャッシュ内でのみ反映されま
す。その後、アプリケーションはセッションを使用し、トランザクションを強制終了してす
べての変更を効率的にロールバックするか、トランザクションをコミットしてリポジトリ内
で効率的に変更できます。

コミットされていない変更情報のキャッシュコミットされていない変更情報のキャッシュコミットされていない変更情報のキャッシュコミットされていない変更情報のキャッシュ  セッションでは、そのセッションで処理中の
情報のキャッシュがメンテナンスされます。セッションのキャッシュには、情報のセッショ
ン固有の状態が反映されます。たとえば、トランザクション中に実行されたすべての操作
は、セッションのキャッシュ内で参照可能ですが、トランザクションがコミットされるまで
他のセッションでは参照できません。セッションが変更を Oracle 9iFSにコミットすると、
サービスは他のすべてのセッションに変更内容を通知するために、各セッションがそれぞれ
のキャッシュを適切に更新できます。

注意注意注意注意 : イベント処理の手順は、第 13章「カスタム・サーバーの作成」を
参照してください。 サービスの構成手順は、『Oracle Internet File System
セットアップおよび管理ガイド』を参照してください。
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セッションの管理
セッション管理クラスセッション管理クラスセッション管理クラスセッション管理クラス
Oracle 9iFS Java APIには、アプリケーションでセッションを管理できるように、
LibraryServiceおよび LibrarySessionという 2つの Javaクラスが用意されていま
す。この 2つのクラスは、oracle.ifs.commonパッケージにあってセッション・ユー
ザーの認証に使用される他の少数のクラスでサポートされます。

LibraryService
サービスは、LibraryServiceクラスのインスタンスとして表されます。
LibraryServiceクラスに用意されているメソッドを使用すると、アプリケーションでは
Oracleデータベースに接続して Oracle 9iFSとのセッションを確立できます。

表 16-1に、LibraryServiceで も使用頻度の高いメソッドを示します。

LibrarySession
セッションは、LibrarySessionクラスのインスタンスとして表されます。
LibrarySessionクラスに用意されているメソッドを使用すると、アプリケーションは
Oracle 9iFSで Oracle 9iFSオブジェクトの作成、変更および削除や、リポジトリの検索など
の操作を実行できます。

表 16-2に、LibrarySessionで も使用頻度の高いメソッドを示します。

表表表表 16-1 LibraryServiceのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

connect() Oracle 9iFSへの接続を確立します。ユーザーの資格
証明と他の接続情報を保持する ConnectionOptionの
インスタンスを受け取ります。

表表表表 16-2 LibrarySessionのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

abortTransaction()

beginTransaction()

completeTransaction()

disconnect()

トランザクションの状態を管理します。

createPublicObject()

createSchemaObject()

createSystemObject()

新規の永続オブジェクトを作成します。

createView() Oracle 9iFSのクラスに対してカスタム SQLビューを
作成します。
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getClassAccessControlListCollection()

getClassDomainCollection()

getClassObjectCollection()

getDirectoryUserCollection()

getExtendedPermissionCollection()

getExtendedUserProfileCollection()

getFormatCollection()

getFormatExtensionCollection()

getPermissionBundleCollection()

getPolicyCollection()

getSharedAccessControlListCollection()

getSystemAccessControlListCollection()

getValueDefaultCollection()

getValueDomainCollection()

オブジェクトの特定クラスのコレクションを取得し
ます。

getDefaultFolderRelationshipClassname()

getDefaultFolderSortSpecification()

getFolderPathDelimiter()

getRootFolder()

getWorldDirectoryGroup()

setDefaultFolderRelationshipClassname()

setDefaultFolderSortSpecification()

setFolderPathDelimiter()

システムのデフォルトを決定し、操作します。

getDirectoryObject()

getPublicObject()

getSchemaObject()

getSystemObject()

lookupInverseInstanceLabel()

オブジェクトを識別子別に検索します。

表表表表 16-2 LibrarySessionのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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セッションの管理
共通クラス共通クラス共通クラス共通クラス
LibraryServiceによるセッションの確立時には、接続先となる Oracle 9iFSサーバーなどの接
続オプション・セットとユーザーの資格証明を渡す必要があります。oracle.ifs.common
パッケージの ConnectOptionsクラスには、Locale、Service nameおよび Service 
passwordなど、LibraryServiceに渡される接続情報が保持されます。また、
CleartextCredentialクラスはアプリケーションが LibraryServiceにユーザー資格証明を渡す
ために使用され、LibraryServiceは資格証明を使用してユーザーを認証します。

getId()

getSchemaVersionNumber()

getSchemaVersionString()

getServerName()

getServerProperty()

getServerVersionNumber()

getServerVersionString()

getServiceId()

getVersionNumber()

getVersionString()

サーバー構成およびバージョン情報を決定します。

grantAdministration()

isAdministrationMode()

setAdministrationMode()

セッションの管理モードを取得および設定します。

getObjectsLockedForSession()

unlockForSession()

getUser()

impersonateUser()

isConnected()

接続ユーザーに関する情報を取得します。

deregisterClassEventHandler()

deregisterEventHandler()

invokeServerMethod()

processEvents()

registerClassEventHandler()

registerEventHandler()

イベントを処理します。

表表表表 16-2 LibrarySessionのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド（続き）（続き）（続き）（続き）
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セッションの管理
表 16-3に、ConnectOptionsで も使用頻度の高いメソッドを示します。

表 16-4に、ClearTextCredentialで も使用頻度の高いメソッドを示します。

セッション管理フレームワークの使用セッション管理フレームワークの使用セッション管理フレームワークの使用セッション管理フレームワークの使用
アプリケーションは、セッション管理クラスを使用して Oracle 9iFSとのセッションを確立
すると、Oracle 9iFSサービスのキャッシュ、データベース・リソース・プーリングおよび
セッション管理の各機能を本質的に活用できます。また、セッション管理クラスを明示的に
コールして、Oracle 9iFSで基本的なタスクを実行することもできます。

表表表表 16-3 ConnectOptionsのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getLocale()

setLocale()

作成されるセッションのロケールを決定します。

getServiceName()

setServiceName()

Oracle 9iFSへの接続の確立に使用する
LibraryServiceを決定します。

getServicePassword()

setServicePassword()

LibraryServiceで Oracle 9iFSデータベース・ス
キーマに接続するために必要なパスワードを決
定します（ifssysデータベース・ユーザー・パ
スワード）。

表表表表 16-4 ClearTextCredentialのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド

getName()

setName()

ユーザー名を決定します。

getPassword()

setPassword()

ユーザーのパスワードを決定します。パス
ワードは暗号化されずに渡されます。
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トランザクションの管理
表 16-5に、アプリケーションがセッション管理クラスで実行できる各種タスクと、タスクの
実行方法の詳細が記載されている項または章も示します。

トランザクションの管理トランザクションの管理トランザクションの管理トランザクションの管理
アプリケーションが Oracle 9iFS内でオブジェクトの作成、変更または削除などの操作を実
行すると、変更内容はデータベースに即時にコミットされます。ただし、アプリケーション
が一連の依存操作をまとめてコミットする必要が生じることがあります。つまり、アプリ
ケーションは、すべての操作を正常に実行できない場合に、操作がまったく実行されないこ
とを保証する必要があります。したがって、操作はアトミックにコミットまたはロールバッ
クされることが必要です。Oracle 9iFSのセッション管理フレームワークでは、アプリケー
ションは操作をトランザクション・ブロックにラップして、変更がデータベースにコミット
される時期を制御できます。 

表表表表 16-5 セッション管理タスクセッション管理タスクセッション管理タスクセッション管理タスク

タスクタスクタスクタスク 章章章章 /項項項項

データベースへの接続と
ユーザーの認証

第 4章「Oracle Internet File Systemドキュメントの作成」。セッ
ション管理クラスを使用してデータベースに接続し、ユーザーの
資格証明を認証し、Oracle 9iFSとのセッションを確立する方法を
説明しています。

オブジェクトの作成 第 4章「Oracle Internet File Systemドキュメントの作成」。
LibrarySessionクラスと Definitionクラスを使用してドキュメン
トを作成する方法を説明しています。 

リポジトリの問合せ 第 8章「検索アプリケーションの構築」。LibrarySessionクラスを
使用して、リポジトリの問合せに使用するセレクタと検索を構成
する方法を説明しています。

トランザクションの管理 第 16章の「トランザクションの管理」の項。アプリケーション
でセッション中にメソッドをコールして、トランザクション中に
操作を同期で実行する方法を説明しています。

イベントの処理 第 13章「カスタム・サーバーの作成」。アプリケーションでセッ
ション管理クラスを使用してイベントを転送し、処理する方法を
説明しています。

トレース このマニュアルでは、このトピックは取り扱いません。
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トランザクションの管理
トランザクションの開始、強制終了およびコミットトランザクションの開始、強制終了およびコミットトランザクションの開始、強制終了およびコミットトランザクションの開始、強制終了およびコミット
Oracle 9iFS Java APIの LibrarySessionクラスには、トランザクション管理に使用するメ
ソッド beginTransaction()、abortTransaction()および
completeTransaction()が用意されています。この 3つのメソッドにより、アプリケー
ションはトランザクション・ブロックの境界を定義し、トランザクションでの操作の実現可
能性をテストし、操作による変更を成否に基づいてコミットまたはロールバックできます。

トランザクションは次の手順で管理されます。

1. トランザクションの開始トランザクションの開始トランザクションの開始トランザクションの開始。アプリケーションが LibrarySessionの
beginTransaction()をコールして、トランザクションを開始します。 

2. 操作の実行操作の実行操作の実行操作の実行。トランザクション中に、Oracle 9iFSオブジェクトを操作する操作はセッ
ションのキャッシュ内で実行され、実際にリポジトリ内で実行されるわけではありませ
せん。これにより、セッションは操作をすべて正常に実行できることを保証できます。 

3. トランザクションの強制終了トランザクションの強制終了トランザクションの強制終了トランザクションの強制終了。操作が失敗した場合、アプリケーションは
abortTransaction()メソッドをコールして、セッションのキャッシュに対して行わ
れた変更をロールバックできます。 

4. トランザクションの完了トランザクションの完了トランザクションの完了トランザクションの完了。すべての操作が成功すると、アプリケーションは
completeTransaction()メソッドをコールして、リポジトリ内で変更をコミットで
きます。変更がリポジトリにコミットされると、サービスは変更内容を他のセッション
でアクセスできるようにサービス・キャッシュに伝播させます。

例 16-1に、アプリケーションで LibrarySessionを使用してトランザクションを管理する方
法を示します。

例例例例 16-1 LibrarySessionを使用したトランザクションの管理を使用したトランザクションの管理を使用したトランザクションの管理を使用したトランザクションの管理

/* 
 * The following example illustrates how to delete a group 
 * and all of its members in a single transaction.  
 * If a member cannot be removed, the group will not be deleted.
 */ 
1. アプリケーションがすでにグループを取得しているとします。

DirectoryGroup dg = ....
DirectoryObject[] members = dg.getAllMembers();
DirectoryObject m;

2. トランザクションを開始します。

Transaction transaction = session.beginTransaction(); 

3. tryブロックを開始して操作をテストし、例外をキャッチします。

try 
{
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4. グループをループして各ユーザーを削除します。

  int count = (members == null) ? 0 : members.length;
  for (int i = 0; i < size; i++) 
  {
    m = members[i];
    dg.removeMember(m); 
  }

5. 例外が発生せずにトランザクションが forループの終わりに達した場合は、トランザク
ションを完了し、変更をデータベースにコミットします。

  session.completeTransaction(transaction); 
}
catch (IfsException e) 
{

6. メンバーの削除中に例外が発生した場合は、トランザクションを強制終了し、セッショ
ン・キャッシュ内の変更をロールバックします。

  session.abortTransaction(transaction); 
  throw e; 
} 

トランザクションでのトランザクションでのトランザクションでのトランザクションでの DDL操作操作操作操作
データベース内でデータ定義言語（DDL）操作（表、ビューおよび列の作成など）を実行す
るトランザクション中の Oracle 9iFSの操作も、データベースに即時にコミットされます。
abortTransaction() メソッドをコールしても、データベースの変更はロールバックされ
ません。次の Java APIメソッドは、データベース内で DDL操作を実行します。

� LibrarySession.createSchemaObject(ClassObjectDefinition def)は、新
規 ClassObjectの表およびビューを作成します。

� ClassObject.free()は、ClassObjectの表およびビューを削除します。

� ClassObject.addAttribute(AttributeDefinition def)は、ClassObjectの表
およびビューに Attributeの列を作成します。

� ClassObject.removeAttribute(Attribute attr)は、ClassObjectの表および
ビューから Attributeの列を削除します。
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変更された変更された変更された変更された LibraryObjectの可用性の可用性の可用性の可用性
変更された LibraryObjectは、次の規則に従ってセッションで使用可能になります。

� LibraryObjectに対するコミットされていない変更を参照できるのは、その変更を行った
セッション（起点セッション）のみです。セッションは、トランザクションが完了する
までは他のセッションで変更されないように、変更対象の LibraryObjectのロックを保
持します。

� コミット済みの変更は起点セッションに同期で伝播し、そのセッションで即時に参照で
きるようになります。 

� コミット済みの変更は、起点セッションを管理するサービス内の他のすべてのセッショ
ンに非同期で伝播します。この種の変更は、そのサービス内の他のすべてのセッション
で EventPollerPeriod秒以内に参照できるようになります。EventPollerPeriod
は、サービス・プロパティ・ファイルに指定された値です。 

� コミット済みの変更は、サービスにより他の全サービスの他の全セッションに非同期で
伝播されます。変更内容は、各サービス内でそのサービス用に構成可能な期間中に参照
できます。この期間は、サービスのプロパティ・ファイル内のプロパティから次のよう
に計算できます。 

1000×(PollForEventsFromOtherServicesPeriod  + 
TransportEventsToOtherServicesPeriod) + 
EventPollerPeriod milliseconds

トランザクションへのトランザクションへのトランザクションへのトランザクションへの Javaデータベース・コール（データベース・コール（データベース・コール（データベース・コール（JDBC）の埋込み）の埋込み）の埋込み）の埋込み
一部のカスタム・アプリケーションでは、Oracle 9iFSのトランザクション管理機能を、
Oracle 9iFSで実行される操作の管理のみでなく、外部データベース・スキーマで実行される
操作の管理にも使用する必要があります。たとえば、Oracle 9iFSを、製品データが格納され
る別のデータベース・スキーマと統合するアプリケーションを構築するとします。カスタ
ム・アプリケーションは、Oracle 9iFS内で設計ドキュメントが更新されるたびに、他方の
データベース・スキーマ内の対応する製品のステータスも更新する必要があります。製品を
正常に更新できない場合は、設計ドキュメントの変更内容をロールバックする必要がありま
す。 

Oracle 9iFS Java APIの oracle.ifs.server.sqlパッケージには、サーバー側 Javaクラ
スのセットが用意されており、カスタム・アプリケーションは、Oracle 9iFSオブジェクトと
外部データベースに対する操作を単一トランザクションで実行するオーバーライドを実装で
きます。各クラスで、アプリケーションは外部データベース・スキーマに接続し、SQL文を
作成し、その文を実行できます。各クラスでは、外部データベースに対してこの種のタスク
を実行する JDBCコールがカプセル化されるため、Oracle 9iFSでは操作がコミットおよび
ロールバックされる方法を絶えず制御できます。 
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サーバー側で JDBC操作の実行に使用される Javaクラスのパッケージは、次のとおりです。

� IfsConnection。 IfsConnection classは、外部データベースへの JDBC接続の確立
に使用されます。このクラスにより java.sql.Connectionがカプセル化されます。

� IfsStatement。IfsStatementクラスは、静的 SQL文の作成と実行に使用されます。
このクラスにより java.sql.Statementがカプセル化されます。

� IfsPreparedStatement。IfsPreparedStatementは、パラメータ変数を含むプリコン
パイル済みの SQL文の作成と実行に使用されます。このクラスにより
java.sql.PreparedStatementがカプセル化されます。

� IfsCallableStatement。IfsCallableStatementクラスは、SQLストアド・プロシー
ジャの作成と実行に使用されます。このクラスにより java.sql.CallableStatementがカプ
セル化されます。

IfsConnection
カスタム・アプリケーションは、データベース・スキーマとのセッションを表すために
IfsConnectionクラスをインスタンス化します。そのために、アプリケーションのセッショ
ンのサーバー側表現（S_LibrarySessionなど）の getIfsConnection()メソッドがコール
されます。

例例例例 16-2 IfsConnectionを使用したデータベース・スキーマへの接続を使用したデータベース・スキーマへの接続を使用したデータベース・スキーマへの接続を使用したデータベース・スキーマへの接続

S_LibrarySessionを使用して IfsConnectionオブジェクトを構成します。

IfsConnection conn = m_Session.getIfsConnection();

その後、IfsConnectionインスタンスを使用して、SQL文を表すために使用される Javaオブ
ジェクト IfsStatement、IfsPreparedStatementおよび IfsCallableStatementが構成されます。
IfsConnectionを使用してこれらのオブジェクトを構成する方法は、例 16-3、例 16-4および
例 16-5を参照してください。

IfsStatement
IfsConnectionオブジェクトの構成後は、それを使用して IfsStatementを取得できます。
IfsStatementは、静的 SQL文、つまり、バインド変数を使用しない文の構成に使用されま
す。IfsStatementを使用する手順は、次のとおりです。

1. IfsConnectionを、外部データベース・スキーマに接続するように構成します。

2. IfsConnectionの createStatement()メソッドをコールして IfsStatementオブジェク
トを構成します。

3. SQL文を保持する文字列を構成します。

4. SQL文を IfsStatementオブジェクトの execute()または executeUpdate()メソッ
ドに渡して SQLを実行します。
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5. 発生した SQLExceptionをキャッチします。SQLExceptionをキャッチすると、サーバー
側オーバーライドは、JDBC操作を含むトランザクションに対する影響を処理できます。

6. 後に、IfsStatementの dispose()メソッドをコールします。

例例例例 16-3 IfsStatementを使用した静的を使用した静的を使用した静的を使用した静的 SQL文の構成および実行文の構成および実行文の構成および実行文の構成および実行

protected void extendedPreInsert(OperationState opState, 
  S_LibraryObjectDefinition def) throws IfsException 
{ 
  super.extendedPreInsert(opState, def); 

1. S_LibrarySessionを使用して IfsConnectionを構成します。

  IfsConnection conn = m_Session.getIfsConnection(); 

  try 
  { 

2. IfsConnectionを使用して IfsStatementを構成します。

    IfsStatement stmt = conn.createStatement(); 

3. SQL文を保持する文字列を構成します。

   AttributeValue av = def.getAttribute("NAME"); 
   String recipe = av.getString(m_Session); 

   S_DirectoryUser user = m_Session.getUser(); 
   String name = user.getName(); 

   String sqlstmt = "insert into your_custom_table (chef, recipe) " 
                     + "values ('wtalman','Curry Lamb')"; 

4. SQL文を IfsStatementオブジェクトに渡して SQLを実行します。

    stmt.execute(sqlstmt); 
  }

5. 発生した SQLExceptionをキャッチします。 

  catch (SQLException e) 
  { 
    throw new IfsException(98765, e); 
  } 
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6. 後に、IfsStatementをクローズします。 

  finally 
  { 
    if (stmt != null) 
    { 
      stmt.dispose();
    } 
  } 
}

IfsPreparedStatement
IfsStatementのかわりに、IfsPreparedStatementを使用してプリコンパイル済み SQL文を
コールできます。IfsPreparedStatementを使用する手順は、次のとおりです。

1. IfsConnectionを、外部データベース・スキーマに接続するように構成します。

2. バインド変数のプレースホルダを持つ SQL文を保持するように、文字列を構成します。

3. SQL文を IfsConnectionオブジェクトの prepareStatement()メソッドに渡して、
IfsPreparedStatementオブジェクトを構成します。

4. バインド変数を IfsPreparedStatementオブジェクトの setString()メソッドに渡しま
す。

5. IfsPreparedStatement メソッドの execute()メソッドをコールして SQL文を実
行します。

6. 発生した SQLExceptionをキャッチします。SQLExceptionをキャッチすると、サーバー
側オーバーライドは、JDBC操作を含むトランザクションに対する影響を処理できます。

7. 後に、IfsPreparedStatementの dispose()メソッドをコールします。

例例例例 16-4 IfsPreparedStatementを使用したプリコンパイル済みを使用したプリコンパイル済みを使用したプリコンパイル済みを使用したプリコンパイル済み SQL文のコール文のコール文のコール文のコール

protected void extendedPreUpdate(OperationState opState,
  S_LibraryObjectDefinition def) throws IfsException
{
  super.extendedPreUpdate(opState, def);

1. S_LibrarySessionを使用して IfsConnectionを構成します。

  IfsConnection conn = m_Session.getIfsConnection();

  try
  {
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2. SQL文を保持する文字列を構成します。

    AttributeValue av = def.getAttribute("NAME");
    String recipe = av.getString(m_Session);
    S_DirectoryUser user = m_Session.getUser();
    String name = user.getName();
    String sqlstmt = "insert into your_custom_table (chef, recipe) " +
                     "values (?, ?)";

3. SQL文を IfsConnectionオブジェクトに渡して IfsPreparedStatementオブジェクトを構
成します。

    IfsPreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sqlstmt); 

4. バインド変数を渡します。

    pstmt.setString(1, name); 
    pstmt.setString(2, recipe); 

5. SQL文を実行します。

    pstmt.execute(sqlstmt); 
  } 

6. SQLExceptionをキャッチします。

  catch (SQLException e) 
  { 
    throw new IfsException(98765, e); 
  } 

7. 後に、IfsPreparedStatementをクローズします。

  finally 
  { 
    if (pstmt != null) 
    { 
       pstmt.dispose();
    } 
  } 
} 
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IfsCallableStatement
IfsConnectionを使用して、SQLストアド・プロシージャを実行する IfsCallableStatementを
構成することもできます。IfsCallableStatementを使用する手順は、次のとおりです。

1. IfsConnectionを、外部データベース・スキーマに接続するように構成します。

2. 引数のプレースホルダを持つ SQLプロシージャ・コールを保持するように、文字列を
構成します。

3. SQL文を IfsConnectionオブジェクトの prepareCall()メソッドに渡して、
IfsCallableStatementオブジェクトを構成します。

4. 引数を IfsCallableStatementオブジェクトの setString()メソッドに渡します。

5. IfsCallableStatementメソッドの execute()メソッドをコールして SQL文を実行しま
す。

6. 発生した SQLExceptionをキャッチします。SQLExceptionをキャッチすると、サーバー
側オーバーライドは、JDBC操作を含むトランザクションに対する影響を処理できます。

7. 後に、IfsCallableStatementの dispose()メソッドをコールします。

例例例例 16-5 IfsCallableStatementを使用したを使用したを使用したを使用した SQL ストアド・プロシージャの実行ストアド・プロシージャの実行ストアド・プロシージャの実行ストアド・プロシージャの実行

protected void extendedPreFree(OperationState opState, 
  S_LibraryObjectDefinition def) throws IfsException 
{ 
  super.extendedPreFree(opState, def); 

1. S_LibrarySessionを使用して IfsConnectionを構成します。

  IfsConnection conn = m_Session.getIfsConnection(); 

  try 
  { 

2. ストアド・プロシージャの SQLコールを保持するように文字列を構成します。

    AttributeValue av = def.getAttribute("NAME"); 
    String recipe = av.getString(m_Session); 
    String sqlstmt = "{call yourcustompackage.test(?)}"; 

3. SQL文を IfsConnectionオブジェクトに渡して IfsCallableStatementオブジェクトを構
成します。

    IfsCallableStatement cstmt = conn.prepareCall(sqlstmt); 

4. バインド変数を渡します。

    cstmt.setString(1, recipe); 
セッションおよびトランザクションの管理 16-17



トランザクションの管理
5. SQL文を実行します。

    cstmt.execute(); 
  } 

6.  SQLExceptionをキャッチします。

 catch (SQLException e) 
  { 
    // should write your own exception message 
    throw new IfsException(98765, e); 
  } 

7. 後に、IfsCallableStatementをクローズします。

  finally 
  { 
    if (cstmt != null) 
    { 
       cstmt.dispose();
    } 
  } 
} 

制限事項制限事項制限事項制限事項
Oracle 9iFSでは、Oracle 9iFSトランザクション内での JDBC操作の実行に次の制限が適用
されます。

Oracle 9iFS表でのデータ操作表でのデータ操作表でのデータ操作表でのデータ操作   Oracle 9iFSの表で許可される有効な操作はすべて、Oracle 
9iFS Java APIを通じて公開されます。Oracle 9iFSでは、Oracle 9iFSスキーマ内の表に対す
る JDBC操作の実行はサポートされません。スキーマ・オブジェクト（表やビューなど）や
スキーマに格納されているデータ（ドキュメント・データなど）を直接操作すると、Oracle 
9iFSサービスによりメンテナンスされているキャッシュが失効し、Oracle 9iFSオブジェク
トが破損することがあります。

DDL文文文文  CREATE TABLEや DROP TABLEなどの DDL文をコールする JDBC接続間のトラ
ンザクションの管理には、Oracle 9iFSは使用できません。DDL文は Oracleデータベースに
より暗黙的にコミットされ、Oracle 9iFSのトランザクション管理に干渉する可能性がありま
す。
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IfsConnectionのメソッドのメソッドのメソッドのメソッド  IfsConnectionの次のメソッドは JDBCトランザクションに対応付
けられており、Oracle 9iFS接続中のこの種の操作の使用を制限するために、即時に
SQLExceptionを発生させます。

� setAutoCommit(boolean autoCommit)

� public boolean isReadOnly()

� public String getCatalog()

� public void setTransactionIsolation(int level)

明示的なコミットおよびロールバック明示的なコミットおよびロールバック明示的なコミットおよびロールバック明示的なコミットおよびロールバック  読取り /書込み接続プールのキャッシュに使用され
る接続は、明示的にコミットまたはロールバックしないでください。明示的に実行すると、
Oracle 9iFSのトランザクション管理機能は IfsExceptionに応答して効率的にロールバックで
きません。

サンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード
Oracle 9iFSは、Java APIの操作開始の出発点として役立つサンプル・コードとともにイン
ストールされます。 この APIサンプル・コードは、
<ORACLE_HOME>/9ifs/samplecode/oracle/ifs/examples/apiディレクトリにあり
ます。

表 16-6に、この章に関連する APIサンプル・コードを示します。

表表表表 16-6 APIサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード

クラスクラスクラスクラス 使用方法使用方法使用方法使用方法

BaseSample.java サービスを開始し、セッションを確立し、切断します。

CreateLargeGroups.java トランザクションの使用方法を示します。
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コンテンツ・タイプの動作のカスタ
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コンテンツ・タイプの動作のカスタマイズコンテンツ・タイプの動作のカスタマイズコンテンツ・タイプの動作のカスタマイズコンテンツ・タイプの動作のカスタマイズ

この章では、コンテンツ・タイプの動作をカスタマイズする方法について説明します。この
章の内容は、次のとおりです。

� コンテンツ・タイプの動作のカスタマイズコンテンツ・タイプの動作のカスタマイズコンテンツ・タイプの動作のカスタマイズコンテンツ・タイプの動作のカスタマイズ : 概要概要概要概要。Oracle 9iFSでの動作をカスタマイズ
する方法を説明します。以降の項では、動作をカスタマイズするための 3つのメソッド
の使用手順を説明します。 

� カスタムのカスタムのカスタムのカスタムの Bean側側側側 Javaクラスの作成クラスの作成クラスの作成クラスの作成。各クラスを使用して、カスタム・アプリケー
ション・インタフェースを実装します。

� サーバー・オーバーライドの作成サーバー・オーバーライドの作成サーバー・オーバーライドの作成サーバー・オーバーライドの作成。Oracle 9iFSサーバーの動作を変更するための、サー
バー側 Javaクラスのオーバーライドです。

� Tieクラスの置換クラスの置換クラスの置換クラスの置換。Oracle 9iFSにデフォルトで用意されているコンテンツ・タイプの動
作をカスタマイズするために使用します。

� サンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード。
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コンテンツ・タイプの動作のカスタマイズ : 概要
コンテンツ・タイプの動作のカスタマイズコンテンツ・タイプの動作のカスタマイズコンテンツ・タイプの動作のカスタマイズコンテンツ・タイプの動作のカスタマイズ : 概要概要概要概要
第 5章「コンテンツ・タイプと属性の拡張」で説明したように、カスタム・コンテンツ・タ
イプを作成すると、拡張するコンテンツ・タイプの動作が自動的に継承されます。Javaでプ
ログラミングしなくても、Oracle 9iFSに組み込まれているすべてのコンテンツ管理機能をカ
スタムの情報タイプに使用できます。アプリケーション・ユーザーは、Oracle 9iFSにデフォ
ルトで用意されているクライアントとプロトコル・サーバーを使用して、カスタム・コンテ
ンツ・タイプのインスタンスのライフサイクルを解析、レンダリングおよび管理できます。

コンテンツ・タイプの動作の実装方法コンテンツ・タイプの動作の実装方法コンテンツ・タイプの動作の実装方法コンテンツ・タイプの動作の実装方法
第 3章「Java APIの概要」で説明したように、デフォルトの各コンテンツ・タイプは、その
動作を実装する Javaクラスのセットを持っています。HTMLへのドキュメント変換やド
キュメントのサマリー生成などの動作は、これらの Javaクラスのメソッドを通じて実装さ
れます。

� Bean側側側側 Javaクラスクラスクラスクラス。Bean側 Javaクラスは、コンテンツ・タイプを操作するためのプラ
イマリ・インタフェースを提供します。各コンテンツ・タイプの Bean側 Javaクラス
は、コンテンツ・タイプを表す ClassObjectの BeanClassPath属性で参照されます。こ
の種のクラスは、oracle.ifs.beansパッケージで公開されています。 

� サーバー側サーバー側サーバー側サーバー側 Javaクラスクラスクラスクラス。サーバー側 Javaクラスには、コンテンツ・タイプの動作を実
装するコードが含まれています。サーバー側 Javaクラスのネーミング規則
S_<classname>は、Bean側クラスのネーミングにパラレルになっています。各コンテ
ンツ・タイプのサーバー側 Javaクラスは、コンテンツ・タイプを表す ClassObjectの
ServerClassPath属性で参照されます。この種のクラスは、oracle.ifs.serverパッ
ケージで公開されています。 

コンテンツ・タイプの動作をカスタマイズするために、Bean側とサーバー側の Javaクラス
を拡張できます。拡張 Bean側 Javaクラスを作成すると、アプリケーションはコンテンツ・
タイプ用に実装されたカスタム属性および動作にアクセスできます。コンテンツ・タイプの
サーバー側 Javaクラスを拡張すると、Oracle 9iFSでの挿入、更新および削除のような特定
の操作の実行方法を変更できます。 

表 17-1のように、Bean側とサーバー側の Javaクラスにより、コンテンツ・タイプ階層がパ
ラレル化されます。たとえば、S_PublicObject.classは PublicObjectコンテンツ・タイプの動
作を実装します。S_Document.classは Documentコンテンツ・タイプの動作を実装します。
Documentコンテンツ・タイプが PublicObject型を拡張して PublicObject型の属性を継承す
るのと同様に、S_Document.classは S_PublicObject.classを拡張してそのメソッドを継承し、
Documentコンテンツ・タイプに関連する新規メソッドを追加します。 

各コンテンツ・タイプの Bean側 Javaクラスとサーバー側 Javaクラスの間には、Tieクラス
があります。Tieクラスは、デフォルトの Javaクラスを変更せずに、クラス階層内の必要な
位置にカスタム・コードを挿入するためのプレースホルダです。
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コンテンツ・タイプの動作のカスタマイズ : 概要
カスタム・コンテンツ・タイプを作成する場合、カスタム Javaクラスを実装する必要はあ
りません。カスタム・コンテンツ・タイプは、拡張対象となるコンテンツ・タイプの Java
クラスに自動的に対応付けられます。たとえば、Documentコンテンツ・タイプを拡張する
コンテンツ・タイプ Imageを作成すると、Oracle 9iFSでは自動的に Document.classと S_
Document.classを使用して Imageコンテンツ・タイプの動作が実装されます。 

Oracle 9iFS Java APIを使用した動作のカスタマイズを使用した動作のカスタマイズを使用した動作のカスタマイズを使用した動作のカスタマイズ
Oracle 9iFSの Javaクラスを拡張して、コンテンツ・タイプのカスタム動作を実装できます。
Java APIを拡張するには、次の 3つの方法があります。

� カスタムのカスタムのカスタムのカスタムの Bean側側側側 Javaクラスの作成クラスの作成クラスの作成クラスの作成。カスタムの Bean側 Javaクラスを実装して、カ
スタム・コンテンツ・タイプ用のカスタム・アプリケーション・インタフェースを提供
します。たとえば、メソッド generateThumbnail()を含むカスタムの Image Javaク
ラスを実装し、イメージのサムネールにアクセスする特殊メソッドを提供できます。

� サーバー・オーバーライドの作成サーバー・オーバーライドの作成サーバー・オーバーライドの作成サーバー・オーバーライドの作成。オーバーライドを実装し、Oracle 9iFSサーバーによ
り操作が実行された時点で実行されるカスタム・タスクをトリガーします。たとえば、
ドキュメントが更新されるたびにドキュメント所有者に通知する必要があるという、カ
スタム・ビジネス・ルールを実装するとします。このルールを実装するには、通知を生
成する extendedPreUpdate()オーバーライドを作成します。このオーバーライド
は、ドキュメントの更新操作が実行される前に、Oracle 9iFSにより自動的にコールされ
ます。

� Tieクラスの置換クラスの置換クラスの置換クラスの置換。Tieクラスを置き換えて、デフォルトのコンテンツ・タイプの動作を
拡張します。たとえば、TiePublicObjectクラスを、メソッド archive()を含むカスタ
ム TiePublicObjectクラスに置換できます。archive()メソッドは、Documentや
Folderなど、TiePublicObjectのすべての派生クラスに継承されます。

表表表表 17-1 コンテンツ・タイプのコンテンツ・タイプのコンテンツ・タイプのコンテンツ・タイプの Javaクラス階層クラス階層クラス階層クラス階層

コンテンツ・タイプコンテンツ・タイプコンテンツ・タイプコンテンツ・タイプ Bean側側側側 Javaクラスクラスクラスクラス サーバー側サーバー側サーバー側サーバー側 Javaクラスクラスクラスクラス

LibraryObject

java.lang.Object

   oracle.ifs.beans.LibraryObject
      oracle.ifs.beans.TieLibraryObject

java.lang.Object

   oracle.ifs.server.S_LibraryObject
      oracle.ifs.server.S_TieLibraryObject

   PublicObject         oracle.ifs.beans.PublicObject
            oracle.ifs.beans.TiePublicObject

         oracle.ifs.beans.S_PublicObject
             oracle.ifs.beans.S_TiePublicObject

      Document               oracle.ifs.beans.Document

                oracle.ifs.beans.TieDocument

              oracle.ifs.beans.S_Document

                 oracle.ifs.beans.S_TieDocument

      Folder               oracle.ifs.beans.Folder

                 oracle.ifs.beans.TieFolder

              oracle.ifs.beans.S_Folder

                 oracle.ifs.beans.S_TieFolder
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コンテンツ・タイプの動作のカスタマイズ : 概要
カスタム Javaクラスを実装する場合の推奨事項は、次のとおりです。

� Bean側クラスとサーバー側クラスの分離側クラスとサーバー側クラスの分離側クラスとサーバー側クラスの分離側クラスとサーバー側クラスの分離。Bean側クラスとサーバー側クラスの両方を
作成し、カスタム・コンテンツ・タイプの動作を実装することをお薦めします。コンテ
ンツ・タイプの動作を実装するコードをサーバー側に置いてから、そのコンテンツ・タ
イプの属性と機能性にアプリケーションからアクセス可能にするコンビニエンス・メ
ソッドを提供します。 Bean側コードとサーバー側コードを分離すると、アプリケーショ
ンは将来のリリースの Oracle 9iFS Java APIで軽量クライアント用のリモート可能API
を提供できます。

� Tieクラスの拡張クラスの拡張クラスの拡張クラスの拡張。カスタム・コンテンツ・タイプの動作を拡張する場合、カスタム
Javaクラスは、コンテンツ・タイプのスーパークラスの Javaクラス（Documentなど）
ではなく Tieクラス（TieDocumentなど）を拡張する必要があります。このプログラミ
ングにより、クラスは Tieクラスに実装されているカスタム・メソッドも確実に継承し
ます。 

動作の拡張を開始する前に動作の拡張を開始する前に動作の拡張を開始する前に動作の拡張を開始する前に
動作の拡張は複雑なタスクです。 カスタム JavaBeans、サーバー・オーバーライドおよび Tie
クラスに取り組むのは、Oracle 9iFSおよびその Java APIに十分な経験を積むまで延期する
ことをお薦めします。特に、次の分野の知識と実務経験が必要です。

� Oracle 9iFSオブジェクトの動作を知るための Bean側 APIに関する十分な知識

� オブジェクトの作成方法

� オブジェクト属性の設定方法

� Documentや Folderなどの関連オブジェクトの連動

� 属性値と定義クラスの動作を知るための十分な知識

� 定義オブジェクト内の属性値を保持する Oracle 9iFSのデータ構造体である
AttributeValueクラスの使用方法

� Bean側の属性値を設定および取得する方法

� サーバー側の属性値を設定および取得する方法

� 属性値セットの操作方法

� 基本的なデータ型を使用して属性値を定義する方法

� 値のデフォルトの使用方法

� 値のドメインの使用方法

� Oracle 9iFSのトランザクション・モデルに関する十分な知識
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カスタムの Bean側 Javaクラスの作成
カスタムのカスタムのカスタムのカスタムの Bean側側側側 Javaクラスの作成クラスの作成クラスの作成クラスの作成
Oracle 9iFS Java APIの Bean側 Javaクラスには、アプリケーションで情報の作成と取出し、
属性と内容の取得と設定および関係の横断を行うためのプライマリ・インタフェースが用意
されています。カスタム・コンテンツ・タイプを作成すると、アプリケーションは Oracle 
9iFSの Bean側 Javaクラスを使用して、そのコンテンツ・タイプのインスタンスを操作でき
ます。たとえば、カスタム属性を取得および設定するには、アプリケーションは
LibraryObjectクラスの getAttribute() および setAttribute()メソッドをコールし
ます。カスタム・コンテンツ・タイプの新規インスタンスを作成するには、アプリケーショ
ンは LibraryObjectDefinitionの getAttributeByUpperCaseName()および
setAttributeByUpperCaseName()をコールします。

Bean側 Javaクラスを拡張すると、アプリケーションで情報を簡単に操作できるようにする
メソッドを提供できます。たとえば、getImageWidth()や setImageWidth()など、カ
スタム属性を取得および設定するためのコンビニエンス・メソッドを実装できます。また、
getBookComponents()など、ユーザーが複合コンテンツ・タイプを構成できるように、
カスタムの関係を作成および取得するメソッドを実装できます。

Bean側側側側 Javaクラスの実装例クラスの実装例クラスの実装例クラスの実装例
カスタムの Bean側 Javaクラスを実装する手順は、次のとおりです。

1. Bean側クラスの宣言

2. コンストラクタの作成

3. カスタム・メソッドの作成

Bean側クラスの宣言側クラスの宣言側クラスの宣言側クラスの宣言
初に、クラス宣言を含める必要があります。Bean側クラスは、カスタム・コンテンツ・
タイプが拡張するコンテンツ・タイプ（Documentなど）の Bean側 Tieクラスを拡張する
必要があります。クラスを MyCompany.MyApp.beansなどの新規カスタム・パッケージに
入れます（このクラスを oracle.ifs.beans パッケージに追加しないでください）。

例例例例 17-1 クラスの宣言クラスの宣言クラスの宣言クラスの宣言

public class Image extends TieDocument

コンストラクタの作成コンストラクタの作成コンストラクタの作成コンストラクタの作成
Bean側 Javaクラスでコンストラクタを実装し、そのコンストラクタでスーパークラスのコ
ンストラクタをコールする必要があります。表 17-2に、コンストラクタのパラメータを示し
ます。
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カスタムの Bean側 Javaクラスの作成
例例例例 17-2 コンストラクタの作成コンストラクタの作成コンストラクタの作成コンストラクタの作成

public Image(LibrarySession session, 
             Long id, 
             Long classID,
             S_LibraryObjectData data)
throws IfsException
{
  super(session, id, classID, data);
}

カスタム・メソッドの作成カスタム・メソッドの作成カスタム・メソッドの作成カスタム・メソッドの作成
Bean側 Javaクラスは、アプリケーションでコンテンツ・タイプを操作するためのプライマ
リ・インタフェースを提供します。コンテンツ・タイプのカスタム属性および動作にクライ
アント・アプリケーションからアクセスできるように、必要なメソッドを実装する必要があ
ります。たとえば、コンテンツ・タイプのカスタム属性を取得および設定するコンビニエン
ス・メソッドを実装できます。

例例例例 17-3 コンビニエンス・メソッドの作成コンビニエンス・メソッドの作成コンビニエンス・メソッドの作成コンビニエンス・メソッドの作成

  public void setImageWidth(int newValue)
  throws IfsException
  {
    AttributeValue av = AttributeValue.newAttributeValue(newValue);
    setAttribute("WIDTH", av);
  }

  public void setImageHeight(int newValue)
  throws IfsException
  {

表表表表 17-2 コンストラクタのパラメータコンストラクタのパラメータコンストラクタのパラメータコンストラクタのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明

session S_LibrarySession 現行の LibrarySession。

ID java.lang.Long コンテンツ・タイプの既存インスタ
ンスの ID。

classID LONG 作成中のプロセスに含まれるコンテ
ンツ・タイプのインスタンスのクラ
ス ID。

data S_LibraryObjectData コンテンツ・タイプの既存インスタ
ンスのデータ・コンポーネント。
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カスタムの Bean側 Javaクラスの作成
    AttributeValue av = AttributeValue.newAttributeValue(newValue);
    setAttribute("HEIGHT", av);
  }

  public int getImageWidth(LibrarySession session)
  throws IfsException
  {
    AttributeValue av = getAttribute("WIDTH");
    int width = av.getInteger(session);
    return width;
  }

  public int getImageHeight(LibrarySession session)
  throws IfsException
  {
    AttributeValue av = getAttribute("HEIGHT");
    int height = av.getInteger(session);
    return height;
  }

また、処理タスクを実行するメソッドを組み込むこともできます。 たとえば、インスタンス
の属性値に対して算術関数を実行してデータを導出するメソッドを提供したり、あるドキュ
メントに関連する全ドキュメントを取り出すメソッドを提供できます。

例例例例 17-4 処理メソッドの作成処理メソッドの作成処理メソッドの作成処理メソッドの作成

public PublicObject[] getBooks(LibrarySession session)
throws IfsException
{
  PublicObject[] relObjs = 
     sel.getLeftwardRelationshipObjects("BOOK_RELATIONSHIP");

  return relObjs;
 }

注意注意注意注意 : 例 17-4では、セレクタを使用して Imageを含む Bookを取得して
います。セレクタの使用方法は、第 8章「検索アプリケーションの構築」
を参照してください。
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詳細例詳細例詳細例詳細例
次の例に、カスタム・コンテンツ・タイプ Image用の Bean側 Javaクラスに関するサンプ
ル・コード全体を示します。

例例例例 17-5 Bean側側側側 Javaクラスクラスクラスクラス Imageの作成の作成の作成の作成

package MyCompany.MyApp.beans;

import oracle.ifs.beans.LibrarySession;
import oracle.ifs.beans.TieDocument;
import oracle.ifs.beans.PublicObject;
import oracle.ifs.common.AttributeValue;
import oracle.ifs.common.IfsException;
import oracle.ifs.server.S_LibraryObjectData;

public class Image extends TieDocument
{
  public Image(LibrarySession session, 
               Long id, 
               Long classID,
               S_LibraryObjectData data)
  throws IfsException
  {
    super(session, id, classID, data);
  }

    public void setImageWidth(int newValue)
  throws IfsException
  {
    AttributeValue av = AttributeValue.newAttributeValue(newValue);
    setAttribute("WIDTH", av);
  }

  public void setImageHeight(int newValue)
  throws IfsException
  {
    AttributeValue av = AttributeValue.newAttributeValue(newValue);
    setAttribute("HEIGHT", av);
  }

  public int getImageWidth(LibrarySession session)
  throws IfsException
  {
    AttributeValue av = getAttribute("WIDTH");
    int width = av.getInteger(session);
    return width;
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  }

  public int getImageHeight(LibrarySession session)
  throws IfsException
  {
    AttributeValue av = getAttribute("HEIGHT");
    int height = av.getInteger(session);
    return height;
  }

public PublicObject[] getBooks(LibrarySession session)
throws IfsException
{
  PublicObject[] relObjs = getLeftwardRelationshipObjects("BOOK_RELATIONSHIP");

  return relObjs;
 }
}

カスタムのカスタムのカスタムのカスタムの Bean側側側側 Javaクラスの配置クラスの配置クラスの配置クラスの配置
コンテンツ・タイプ用のカスタムの Bean側 Javaクラスを配置する手順は、次のとおりで
す。

1. Oracle 9iFSサーバーのホスト・マシン上で Javaクラスをコンパイルし、そのクラスの
パッケージに対応するディレクトリに置きます（例 17-6）。パッケージのディレクトリ
構造を、Oracle 9iFSソフトウェアのホーム・ディレクトリ内で custom_classesディ
レクトリの真下に作成することをお薦めします（例 17-7）。custom_classesディレク
トリは、Oracle 9iFSにより設定される環境変数 CLASSPATHにすでに含まれています。 

2. 環境変数 CLASSPATHが、Oracle 9iFSの Java Runtime Engineからクラスにアクセスで
きるように構成されているかどうかを確認します。 パッケージのディレクトリをディレ
クトリの真下に作成した場合、環境変数 CLASSPATHを変更する必要はありません（例
17-8）。

3. コンテンツ・タイプの ClassObjectの BeanClassPath属性を、カスタム・クラスの完全
修飾クラス名を参照するように設定します（例 17-9）。 

例例例例 17-6 Javaクラスのコンパイルクラスのコンパイルクラスのコンパイルクラスのコンパイル

javac MyCompany.MyApp.beans.Image.java

例例例例 17-7 Bean側側側側 Javaクラスのディレクトリクラスのディレクトリクラスのディレクトリクラスのディレクトリ

$ORACLE_HOME/9ifs/custom_classes/MyCompany/MyApp/beans/Image.class
コンテンツ・タイプの動作のカスタマイズ 17-9



カスタムの Bean側 Javaクラスの作成
例例例例 17-8 XMLを使用した新規を使用した新規を使用した新規を使用した新規 ClassObjectのののの BeanClassPathの設定の設定の設定の設定

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CLASSOBJECT>
    <NAME>Image</NAME>   
    <SUPERCLASS RefType = "Name">Document</SUPERCLASS>  
    <BEANCLASSPATH>MyCompany.MyApp.beans.Image</BEANCLASSPATH>
    <ATTRIBUTES>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>Width</NAME>
            <DATATYPE>Integer</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>Height</NAME>
            <DATATYPE>Integer</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>Artists</NAME>
            <DATATYPE>DirectoryObject</DATATYPE>
            <CLASSDOMAIN RefType = "Name">DirectoryUser...</CLASSDOMAIN>
       </ATTRIBUTE>
    </ATTRIBUTES>
</CLASSOBJECT>

例例例例 17-9 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した ClassObjectのののの BeanClassPath の更新の更新の更新の更新

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CLASSOBJECT>
    <UPDATE RefType = "Name">Image</UPDATE>   
    <BEANCLASSPATH>MyCompany.MyApp.beans.Image</BEANCLASSPATH>
</CLASSOBJECT>

注意注意注意注意 : ClassObjectの作成手順と更新手順は、第 5章「コンテンツ・タイ
プと属性の拡張」を参照してください。
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テストテストテストテスト
カスタム Javaクラスをテストする手順は、次のとおりです。

1. クラスのインスタンスを構成して拡張メソッドをコールする、単純な Javaアプリケー
ションを記述します（例 17-10）。

2. Javaクラスをコンパイルし、そのパッケージに該当するディレクトリに置きます（例
17-11および例 17-12）。

3. Javaクラスを実行します（例 17-13）。

例例例例 17-10 Bean側側側側 Javaクラスのテストの記述クラスのテストの記述クラスのテストの記述クラスのテストの記述

// Copyright (c) 2001 Oracle Corporation
package MyCompany.MyApp.tests;

import oracle.ifs.beans.LibraryObject;
import oracle.ifs.beans.LibraryService;
import oracle.ifs.beans.LibrarySession;
import oracle.ifs.beans.Relationship;
import oracle.ifs.beans.Selector;
import oracle.ifs.beans.PublicObject;

import oracle.ifs.common.AttributeValue;
import oracle.ifs.common.CleartextCredential;
import oracle.ifs.common.IfsException;

import MyCompany.MyApp.beans.Image;

public class TestBeanSideClass extends Object {

  public static void main(String[] args)
  {
     TestBeanSideClass TestBeanSideClass = new TestBeanSideClass(args);
  }

  public TestBeanSideClass(String[] args)
  {
    try
    {
      String userName = args[0];
      String userPassword = args[1];
      String serviceName = args[2];
      String schemaPassword = args[3];
      
      //Connect to Oracle 9iFS.
      LibraryService service = 
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             LibraryService.startService(serviceName, schemaPassword);
      CleartextCredential cred = 
             new CleartextCredential(userName, userPassword);
      LibrarySession session = service.connect(cred, null);

      try
      {
        int i, icount, j, jcount;
        Image image;
        PublicObject[] images, books;
        PublicObject book;
        Selector s;

        //Obtain the Image instance
        s = new Selector(session);
        s.setSearchClassname("IMAGE");

        //Execute the query and retrieve each Image.
        images = s.getItems();

        jcount = (images == null) ? 0 : images.length;
        System.out.println("Images : " + jcount);

        for (j = 0; j < jcount; j++)
        {

          image = (Image) images[j];
          System.out.println("  Image : " + image.getName());
          System.out.println("    Width : " + image.getImageWidth(session));
          System.out.println("    Height : " + image.getImageHeight(session));

          System.out.println("   Setting Image Height and Width");

          image.setImageWidth(600);
          image.setImageHeight(800);
          
          System.out.println("    Width : " + image.getImageWidth(session));
          System.out.println("    Height : " + image.getImageHeight(session));

          books = image.getBooks(session);
          
          icount = (books == null) ? 0 : books.length;
          System.out.println("  Books : " + icount);

          for (i = 0; i < icount; i++)
          {
            book = books[i];
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            System.out.println("  " + book.getName());
          }
        }
      } 
      catch (IfsException e)
      {
        System.out.println("An error occured.");
        System.out.println("======================");
        System.out.println(e.toString());
        e.printStackTrace();
      }

      //Disconnect.
      session.disconnect();
    } 
    catch (IfsException e)
    {
      System.out.println("Unable to connect to 9iFS.");
      System.out.println("======================");
      System.out.println(e.toString());
      e.printStackTrace();
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println("Unable to connect to 9iFS.");
      System.out.println("Ensure that you have supplied the correct");
      System.out.println("connection information in the following arguments: ");
      System.out.println("  args[0] = User Name");
      System.out.println("  args[1] = User Password");
      System.out.println("  args[2] = Service Name");
      System.out.println("  args[3] = Schema Password");
      System.out.println("Example:  ");
      System.out.println("  java " );
      System.out.println("    MyCompany.MyApp.tests.TestBeanSideClass");
      System.out.println("    system manager IfsDefault ifssys");
      System.out.println("======================");
     System.out.println(e.toString());
     e.printStackTrace();
    }
  }
}

例例例例 17-11 テスト用テスト用テスト用テスト用 Javaクラスのコンパイルクラスのコンパイルクラスのコンパイルクラスのコンパイル

javac TestBeanSideClass.java
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例例例例 17-12 テスト用テスト用テスト用テスト用 Javaクラスのディレクトリクラスのディレクトリクラスのディレクトリクラスのディレクトリ

$ORACLE_HOME/9ifs/custom_classes/MyCompany/MyApp/tests/TestBeanSideClass.class

例例例例 17-13 テスト用テスト用テスト用テスト用 Javaクラスの実行クラスの実行クラスの実行クラスの実行

java MyCompany.MyApp.tests.TestBeanSideClass

サーバー・オーバーライドの作成サーバー・オーバーライドの作成サーバー・オーバーライドの作成サーバー・オーバーライドの作成
コンテンツ・タイプの動作は、サーバー側 Javaクラスで実装されます。サーバー側クラス
は、挿入、更新および削除などの操作について、Oracle 9iFSによる実行方法を決定するコー
ドを持ちます。 

サーバー側オーバーライドを実装すると、これらの操作について Oracle 9iFSによる実行方
法をカスタマイズできます。オーバーライドにより、Oracle 9iFSサーバーでの標準的な処理
フローに事前定義済みの特定箇所で割り込むことができます。この箇所で、操作が発生する
前または後に実行する必要のあるカスタム処理タスクを実装できます。

たとえば、特定のプロジェクトに関連する新規ドキュメントに、そのプロジェクトのメン
バーが確実にアクセスできるようにするビジネス・ルールを実装するとします。ドキュメン
トの Project属性の値をチェックして、そのプロジェクトに対応付けられた DirectoryGroup
にドキュメントの AccessControlListにある Discoverアクセス権を自動的に付与するよう
に、カスタム処理タスクを実装できます。このタスクを事前挿入のオーバーライドとして実
装すると、ドキュメントが Oracle 9iFSに挿入される前に、必ず処理タスクを発生させるこ
とができます。

エージェントではタスクが非同期で実行されるのに対して、オーバーライドは操作と同期で
実行されます。つまり、カスタム処理タスクは操作と同じトランザクション内で実行されま
す。どちらかが失敗すると、カスタム・タスクと操作によって行われた変更はロールバック
されます。

オーバーライドの実装方法オーバーライドの実装方法オーバーライドの実装方法オーバーライドの実装方法
Oracle 9iFS Java APIには、カスタム・オーバーライドの実装に使用できるように、サー
バー側 Beanにフックが用意されています。このフックは、S_LibraryObjectおよび
S_Relationshipクラスに置かれた操作前メソッドと操作後メソッドで構成されています。各
メソッドは、対応する操作の実行前および実行後に Oracle 9iFSによりコールされます。イ
ンストール時には、この操作前メソッドと操作後メソッドは空です。 

Oracle 9iFSによるこれらの操作の実行方法をカスタマイズするには、操作前メソッドと操作
後メソッドをオーバーライドするメソッドを含む、カスタムのサーバー側 Javaクラスを作
成します。
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オーバーライド・メソッドでは、サーバー側 Javaクラスの他のカスタム・メソッドをコー
ルできます。 たとえば、サーバー側 Javaクラスを拡張し、カスタム属性を取得および設定す
るためのコンビニエンス・メソッドや、リポジトリ内の情報を操作する処理メソッドを含め
ることができます。

表 17-3に、オーバーライド可能な操作前メソッドと操作後メソッドを持つすべての操作を示
します。

注意注意注意注意 : Oracle 9iFSの機能性を実装するコードはサーバー側 Beanに実装
されるため、Oracle 9iFSの操作と同期で実行する必要のあるメソッドも、
サーバー側 Beanに置く必要があります。

注意注意注意注意 : 拡張メソッドをコールできるのは、操作前または操作後のオー
バーライド・メソッドのみです。クライアント・アプリケーションから
は、サーバー側 Javaクラスの拡張メソッドをコールできません。

表表表表 17-3 操作のオーバーライド・メソッド操作のオーバーライド・メソッド操作のオーバーライド・メソッド操作のオーバーライド・メソッド

操作操作操作操作 オーバーライド・メソッドオーバーライド・メソッドオーバーライド・メソッドオーバーライド・メソッド 使用方法使用方法使用方法使用方法

Insert S_LibraryObjectの
extendedPreInsert()

Oracle 9iFSにオブジェクトが挿入
される前にタスクを実行するため
に使用します。

たとえば、Oracle 9iFSに挿入され
る前に、ある属性の値の妥当性を
別の属性の値に基づいてチェック
します。

Insert S_LibraryObjectの
extendedPostInsert()

Oracle 9iFSにオブジェクトが挿入
された後にタスクを実行するため
に使用します。

たとえば、ドキュメントを、その
Project属性の値に対応するプロ
ジェクト・フォルダに自動的に挿
入します。
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Update S_LibraryObjectの
extendedPreUpdate()

Oracle 9iFS内でオブジェクトが更
新される前にタスクを実行するた
めに使用します。

たとえば、ドキュメントの
PublicationStatus属性を Published
に設定する前に、ReviewStatus属
性が Approvedに設定されている
かどうかを確認します。

Update S_LibraryObjectの
extendedPostUpdate()

Oracle 9iFS内でオブジェクトが更
新された後にタスクを実行するた
めに使用します。

たとえば、ドキュメントの
PublicationStatus属性が Published
に設定されると、ACL属性を
Publishedの
SystemAccessControlListで自動的
に設定します。

Free S_LibraryObjectの
extendedPreFree()

Oracle 9iFSからオブジェクトが削
除される前にタスクを実行するた
めに使用します。

たとえば、Oracle 9iFSからドキュ
メントが削除される前に、そのコ
ピーをアーカイブします。

Free S_LibraryObjectの
extendedPostFree()

Oracle 9iFSからオブジェクトが削
除された後にタスクを実行するた
めに使用します。

たとえば、複合ドキュメントが
Oracle 9iFSから削除された後に、
それに関連するすべてのドキュメ
ントを連鎖的に削除します。

AddRelationship S_Relationshipの
extendedPreAddRelationship()

オブジェクトがフォルダに追加さ
れる前にタスクを実行するために
使用します。

たとえば、属性の比較に基づいて、
オブジェクトが適切なフォルダに
追加されることを確認します。

表表表表 17-3 操作のオーバーライド・メソッド操作のオーバーライド・メソッド操作のオーバーライド・メソッド操作のオーバーライド・メソッド（続き）（続き）（続き）（続き）

操作操作操作操作 オーバーライド・メソッドオーバーライド・メソッドオーバーライド・メソッドオーバーライド・メソッド 使用方法使用方法使用方法使用方法
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操作前メソッドと操作後メソッド（つまり extendedPreFree()）をオーバーライドする
方が、Oracle 9iFSの操作を実装するメソッド（つまり Free()）をオーバーライドするより
も簡単かつ安全です。Oracle 9iFSの操作を実装するメソッドをオーバーライドするには、
Oracle 9iFSのソース・コードを再生成する必要があります。Insert、Updateおよび Delete
など、Oracle 9iFSでの操作のコードは、いずれも複雑であり、この方法でオーバーライドす
るのは危険です。1つでも誤りがあるとデータベースが破損する恐れがあります。操作前メ
ソッドと操作後メソッドを使用するとカスタムの機能性を実装でき、操作の実行とデータ
ベース内のデータ整合性のメンテナンスに伴う複雑さは Oracle 9iFSで処理されます。この
ような理由から、Oracle 9iFSでは操作前メソッドと操作後メソッドのオーバーライドのみが
サポートされます。

AddRelationship S_Relationshipの
extendedPostAddRelationship()

オブジェクトがフォルダに追加さ
れた後にタスクを実行するために
使用します。

たとえば、オブジェクトにフォル
ダの ACLを適用します。

RemoveRelationship S_Relationshipの
extendedPreRemoveRelationship()

オブジェクトがフォルダから削除
される前にタスクを実行するため
に使用します。

たとえば、ドキュメントが別の
フォルダにあり、パス経由で引き
続きアクセスできることを確認し
ます。

RemoveRelationship S_Relationshipの
extendedPostRemoveRelationship()

オブジェクトがフォルダから削除
された後にタスクを実行するため
に使用します。

たとえば、削除する関係がカスタ
ム Reference_Relationshipsの場合
に、参照として関連付けられてい
るオブジェクトの数を示すオブ
ジェクトの属性を更新します。

表表表表 17-3 操作のオーバーライド・メソッド操作のオーバーライド・メソッド操作のオーバーライド・メソッド操作のオーバーライド・メソッド（続き）（続き）（続き）（続き）

操作操作操作操作 オーバーライド・メソッドオーバーライド・メソッドオーバーライド・メソッドオーバーライド・メソッド 使用方法使用方法使用方法使用方法
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オーバーライドの使用例オーバーライドの使用例オーバーライドの使用例オーバーライドの使用例
オーバーライドを記述する手順は、次のとおりです。

1. サーバー側クラスの宣言

2. コンストラクタの作成

3. 操作前および操作後のオーバーライド・メソッドの実装

サーバー側クラスの宣言サーバー側クラスの宣言サーバー側クラスの宣言サーバー側クラスの宣言
初に、サーバー内でカスタム・クラスを表すサーバー側 Javaクラス S_Imageを作成しま
す。S_Imageは S_TieDocumentを拡張します。このクラスを MyCompany.MyApp.server
などの新規カスタム・パッケージに入れます（このクラスを oracle.ifs.server パッ
ケージに追加しないでください）。

例例例例 17-14 クラスの宣言クラスの宣言クラスの宣言クラスの宣言

public class S_Image extends S_TieDocument

コンストラクタの作成コンストラクタの作成コンストラクタの作成コンストラクタの作成
各サーバー側 Javaクラスでは、次の 2つのコンストラクタを実装する必要があります。

� データベースに現在存在するオブジェクトに使用するコンストラクタ

� データベース内でまだ作成していないオブジェクトに使用するコンストラクタ

表 17-4に、コンストラクタのパラメータを示します。

例例例例 17-15 コンストラクタの作成コンストラクタの作成コンストラクタの作成コンストラクタの作成

public S_Image(S_LibrarySession session, S_LibraryObjectData data)
throws IfsException
{
  super(session, data);
}

表表表表 17-4 コンストラクタのパラメータコンストラクタのパラメータコンストラクタのパラメータコンストラクタのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明

session S_LibrarySession 現行の LibrarySession。

data S_LibraryObjectData データ・コンポーネント。

classID LONG 作成中のプロセスに含まれるオブ
ジェクトのクラス ID。
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public S_Image(S_LibrarySession session, java.lang.Long classID)
throws IfsException
{
  super(session, classID);
}

操作前および操作後のオーバーライド・メソッドの実装操作前および操作後のオーバーライド・メソッドの実装操作前および操作後のオーバーライド・メソッドの実装操作前および操作後のオーバーライド・メソッドの実装
操作前メソッドと操作後メソッドをオーバーライドするメソッドを作成します。 

たとえば、システム設定属性を設定する extendedPreInsert()メソッドをオーバーライ
ドするとします。システム設定属性は、クライアント・アプリケーションでは設定できませ
ん。そのかわり、値はサーバー側に実装されているビジネス・ルールにより決定されます。 

また、ある属性を別の属性の値に基づいて自動的に設定するように、
extendedPreInsert()メソッドをオーバーライドするとします。属性の値は別の属性値
に基づいているため、ValueDefaultを使用して属性を自動的に設定するのみでは不十分で
す。サーバー側で属性の値を決定するビジネス・ルールを、オーバーライドとして実装でき
ます。

表 17-5に、このメソッドのパラメータを示します。

例例例例 17-16 オーバーライド・メソッドの実装オーバーライド・メソッドの実装オーバーライド・メソッドの実装オーバーライド・メソッドの実装

システム設定属性のカスタム妥当性チェックを実行する extendedPreInsert()オーバー
ライドの例を示します。このコード例には太字で表記されているプレースホルダがあり、ア
プリケーション用の適切なコードに置換する必要があるため注意してください。

// Override Pre Insert Operation
  public void extendedPreInsert(OperationState opState,
                                S_LibraryObjectDefinition def) 
  throws IfsException
  {
    // ALWAYS call super
    super.extendedPreInsert(opState, def);

    // get our session

表表表表 17-5 メソッドのメソッドのメソッドのメソッドのパラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明

opState OperationState システムで操作の現在の状態を追跡
するために使用されます。

def S_LibraryObjectDefinition システム属性で更新される現行のオ
ブジェクト定義です。
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    S_LibrarySession session = getSession();

    // get the approver attribute so we can check it
    AttributeValue av1 = def.getAttribute("APPROVER");
    S_DirectoryUser approver = (av1 == null) ? null :
       (S_DirectoryUser) av1.getDirectoryObject(session);

    //validate the approver
    boolean verification = verifyApprover(approver);

    if (! verification)
    {
      // this will rollback the operation
      throw new IfsException( <your custom error code>, this );
    }

    // otherwise, set the APPROVED attribute.
    // the APPROVED bit is not settable or updateable
    // by users, but the server can set it thusly
    AttributeValue av2 = AttributeValue.newAttributeValue(true);
    def.setSystemSetAttribute("APPROVED", av2);
  }

  public boolean verifyApprover(S_DirectoryUser approver)
  {
    boolean verification = false;
    <your validation code>
    return verification;
  }
}

このメソッド開始後の 初のコールは、superにする必要があります。このコールは、スー
パークラス（S_Documentなど）について同じメソッドで実装された処理を実装します。そ
の後、必要なカスタム処理ロジックを実装します。

オーバーライド・メソッドでは、このサーバー側 Javaクラスまたは他のサーバー側 Javaク
ラスの拡張メソッドをコールできます。たとえば、コンテンツ・タイプのカスタム属性を取
得および設定するコンビニエンス・メソッドを実装したり、リポジトリ内の情報を操作した
りデータを導出する処理メソッドを実装できます。
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詳細例詳細例詳細例詳細例
次のサンプル・コードに、サーバー側オーバーライドの詳細な操作例を示します。この例
は、.gifファイルをカスタム・コンテンツ・タイプ Imageのインスタンスとして自動的に格
納するように、Oracle 9iFSを拡張しています。このコンテンツ・タイプは、カスタム属性
Artistsを別の属性の値に基づいて自動的に設定するサーバー側オーバーライドを持ちます。

1. 属性Width、Heightおよび Artistsを指定してコンテンツ・タイプ Imageを作成します
（例 17-17）。 

2. .gifファイルがインポート時に自動的に Imageとして格納されるように、.gifファイル
拡張子を Imageコンテンツ・タイプに登録します（例 17-18）。

3. Imageコンテンツ・タイプ用に、Artists属性を自動的に設定する
extendedPreInsert()オーバーライドを含むサーバー側 Javaクラスを作成します
（例 17-19）。

例例例例 17-17 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した Image コンテンツ・タイプの作成コンテンツ・タイプの作成コンテンツ・タイプの作成コンテンツ・タイプの作成

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CLASSOBJECT>
    <NAME>Image</NAME>   
    <SUPERCLASS RefType = "Name">Document</SUPERCLASS>  
    <ATTRIBUTES>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>Width</NAME>
            <DATATYPE>Integer</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>Height</NAME>
            <DATATYPE>Integer</DATATYPE>
        </ATTRIBUTE>
        <ATTRIBUTE>
            <NAME>Artists</NAME>
            <DATATYPE>DirectoryObject</DATATYPE>
            <CLASSDOMAIN RefType = "Name">DirectoryUser...</CLASSDOMAIN>
       </ATTRIBUTE>
    </ATTRIBUTES>
</CLASSOBJECT>

例例例例 17-18 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した Image コンテンツ・タイプ用のファイル拡張子の登録コンテンツ・タイプ用のファイル拡張子の登録コンテンツ・タイプ用のファイル拡張子の登録コンテンツ・タイプ用のファイル拡張子の登録

<?xml version='1.0' standalone='yes'?>
<OBJECTLIST>
 <PROPERTYBUNDLE>
  <UPDATE RefType='ValueDefault'>ParserLookupByFileExtension</UPDATE>
   <PROPERTIES>
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    <PROPERTY Action = 'add'>
     <NAME> gif </NAME>
      <VALUE DataType = 'String'>
         oracle.ifs.beans.parsers.ClassSelectionParser 
      </VALUE>
   </PROPERTY>
  </PROPERTIES>
 </PROPERTYBUNDLE>

 <PROPERTYBUNDLE>
  <UPDATE RefType='ValueDefault'> 
     IFS.PARSER.ObjectTypeLookupByFileExtension
  </UPDATE>
   <PROPERTIES>
    <PROPERTY Action = 'add'>
     <NAME>gif</NAME>
     <VALUE DataType='String'>Image</VALUE>
    </PROPERTY>
   </PROPERTIES>
  </PROPERTYBUNDLE>
</OBJECTLIST>

例例例例 17-19 Imageコンテンツ・タイプ用のサーバー側コンテンツ・タイプ用のサーバー側コンテンツ・タイプ用のサーバー側コンテンツ・タイプ用のサーバー側 Javaクラスの作成クラスの作成クラスの作成クラスの作成

package MyCompany.MyApp.server;

import oracle.ifs.common.AttributeValue;
import oracle.ifs.common.IfsException;
import oracle.ifs.server.S_DirectoryUser;
import oracle.ifs.server.S_LibraryObjectData;
import oracle.ifs.server.S_LibraryObjectDefinition;
import oracle.ifs.server.S_LibrarySession;
import oracle.ifs.server.OperationState;
import oracle.ifs.server.S_TieDocument;

public class S_Image extends S_TieDocument
{
  // constructors
  public S_Image(S_LibrarySession session, S_LibraryObjectData data)
  throws IfsException
  {
    super(session, data);
  }

  public S_Image(S_LibrarySession session, Long classId)
  throws IfsException
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  {
    super(session, classId);
  }

  // Overrides
  public void extendedPreInsert(OperationState opState, 
                                S_LibraryObjectDefinition def)
  throws IfsException
  {
    // Always call super
    super.extendedPreInsert(opState, def);

    // Get the LibrarySession
    S_LibrarySession session = getSession();

    // Get the related objects
    S_DirectoryObject owner;
    AttributeValue av1, av2;

    av1 = def.getAttribute("OWNER");
    owner = (S_DirectoryObject) av1.getDirectoryObject(session);

    av2 = def.getAttribute("ARTISTS");

    if (av2 == null)
    {
      S_DirectoryObject[] artists = {owner};
      def.setUserSetAttribute("ARTISTS", 
                       AttributeValue.newAttributeValue(artists));
    }
  }
}
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オーバーライド・クラスの配置オーバーライド・クラスの配置オーバーライド・クラスの配置オーバーライド・クラスの配置
コンテンツ・タイプのオーバーライドを配置する手順は、次のとおりです。

1. Oracle 9iFSサーバーのホスト・マシン上でサーバー側 Javaクラスをコンパイルし、そ
のクラスのパッケージに対応するディレクトリに置きます（例 17-20）。パッケージの
ディレクトリ構造を、Oracle 9iFSソフトウェアのホーム・ディレクトリ内で
custom_classesディレクトリの真下に作成してください（例 17-21）。custom_
classesディレクトリは、Oracle 9iFSにより設定される環境変数 CLASSPATHにすで
に含まれています。 

2. 環境変数 CLASSPATHが、Oracle 9iFSの Java Runtime Engineからクラスにアクセスで
きるように構成されているかどうかを確認します。 パッケージのディレクトリを
custom_classesディレクトリの真下に作成した場合、環境変数 CLASSPATHを変更
する必要はありません（例 17-22）。

3. コンテンツ・タイプの ClassObjectの ServerClassPath属性を、カスタム・クラスの完全
修飾クラス名を参照するように設定します。 

例例例例 17-20 Java クラスのコンパイルクラスのコンパイルクラスのコンパイルクラスのコンパイル

javac MyCompany.MyApp.server.S_Image.java

例例例例 17-21 サーバー側サーバー側サーバー側サーバー側 Java クラスのディレクトリクラスのディレクトリクラスのディレクトリクラスのディレクトリ

$ORACLE_HOME/9ifs/custom_classes/MyCompany/MyApp/server/S_Image.class

例例例例 17-22 XMLを使用したを使用したを使用したを使用した ClassObjectのののの ServerClassPathの更新の更新の更新の更新

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CLASSOBJECT>
    <UPDATE RefType = "Name">Image</UPDATE>   
    <SERVERCLASSPATH>MyCompany.MyApp.server.S_Image</SERVERCLASSPATH>
</CLASSOBJECT>

注意注意注意注意 : ClassObjectの作成手順と更新手順は、第 5章「コンテンツ・タイ
プと属性の拡張」を参照してください。
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テストテストテストテスト
サーバー側オーバーライドをテストするには、コンテンツ・タイプのインスタンスを構成し
てオーバーライドされたメソッドをコールするように、サンプル Javaアプリケーションを
記述します。操作結果をチェックして、操作前と操作後のタスクが実行されたかどうかを確
認します。

例例例例 17-23 Imageコンテンツ・タイプのサーバー・オーバーライドのテストコンテンツ・タイプのサーバー・オーバーライドのテストコンテンツ・タイプのサーバー・オーバーライドのテストコンテンツ・タイプのサーバー・オーバーライドのテスト

Imageコンテンツ・タイプのサーバー側オーバーライドを実装する「詳細例」をテストする
には、新規 .gifファイルを Oracle 9iFSにインポートするのみで済みます。.gifファイル拡張
子は Imageコンテンツ・タイプ用に登録されているため、Oracle 9iFSではイメージが
Imageのインスタンスとして自動的に格納されます。挿入時に、Oracle 9iFSは自動的に
extendedPreInsert()オーバーライドをコールし、Artists属性の設定に関するビジネ
ス・ルールを実装します。

Tieクラスの置換クラスの置換クラスの置換クラスの置換
Oracle 9iFSにデフォルトで用意されているコンテンツ・タイプのカスタム動作を実装し、こ
れらの動作をすべての派生コンテンツ・タイプに継承させる場合は、対応する Tieクラスを
置換します。Tieクラスは、デフォルトのコンテンツ・タイプの Bean側およびサーバー側
Javaクラスを直接変更せずに、クラス階層内の必要な箇所にカスタム・コードを挿入するた
めのプレースホルダです。 

Oracle 9iFS Java APIでは、クラスごとに対応する Tieクラスがあります。各派生クラスは、
クラス自体ではなく Tieクラスを拡張します。たとえば、カスタム・クラス Imageは、
Documentではなく TieDocumentを拡張します。

java.lang.Object
  +--oracle.ifs.beans.LibraryObject
    +--oracle.ifs.beans.TieLibraryObject
      +--oracle.ifs.beans.PublicObject
        +--oracle.ifs.beans.TiePublicObject
          +--oracle.ifs.beans.Document
            +--oracle.ifs.beans.TieDocument
          +--oracle.ifs.beans.Folder
            +--oracle.ifs.beans.TieFolder

Tieクラスを使用すると、階層内の必要なレベルに連結することで、Oracle 9iFSのクラスの
デフォルト動作を変更できます。Tieクラスは Oracle 9iFS階層内の位置を保持するため、
Oracle 9iFSの既存クラスの動作をカスタマイズし、継承構造の新規動作部分にすることがで
きます。Tieクラスは、拡張メソッドを含むカスタム Tieクラスで置換できます。Tieクラス
は実質的には空のため、拡張対象となる Oracle 9iFSクラスのデフォルト動作を実装する
コード全体を再生成せずに置換できます。派生コンテンツ・タイプはすべて Oracle 9iFSク
ラス自体ではなく Tieクラスを拡張するため、カスタム・メソッドを継承します。
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たとえば、ドキュメント、フォルダ、ユーザーおよびグループなど、Oracle 9iFSに格納され
るすべてのパブリック情報について、カスタム・アーカイブ機能を実装できます。これはす
べてのパブリック情報に適用されるため、Document、Folder、Userおよび Groupコンテン
ツ・タイプを拡張して機能を複数回実装するのではなく、動作を PublicObjectコンテンツ・
タイプに実装するのが も適切な方法です。TiePublicObjectクラスは、PublicObjectを拡張
してメソッド archive()および restore()を含めるカスタム TiePublicObjectクラスで置
換できます。Document、Folder、Userおよび Groupクラスはいずれも TiePublicObjectを
拡張するため、PublicObjectのメソッドと TiePublicObjectで実装したカスタム・メソッドを
自動的に継承します。

Bean側側側側 Tieクラスの置換クラスの置換クラスの置換クラスの置換
Bean側 Tieクラスを置換する手順は、次のとおりです。

1. Bean側 Tieクラスの宣言

2. コンストラクタの作成

3. カスタム・メソッドの作成

Bean側側側側 Tieクラスの宣言クラスの宣言クラスの宣言クラスの宣言
初に、クラス制限を含めます。Bean側 Tieクラスは、カスタム動作（PublicObjectなど）

を持つ必要のある Oracle 9iFSのコンテンツ・タイプの Bean側 Tieクラスを拡張する必要が
あります。このクラスを oracle.ifs.beansパッケージに含めます。

例例例例 17-24 クラスの宣言クラスの宣言クラスの宣言クラスの宣言

public class TiePublicObject extends PublicObject

コンストラクタの作成コンストラクタの作成コンストラクタの作成コンストラクタの作成
Bean側 Tieクラスでコンストラクタを実装し、そのコンストラクタでスーパークラスのコン
ストラクタをコールする必要があります。表 17-6「コンストラクタのパラメータ」に、コン
ストラクタのパラメータを示します。

表表表表 17-6 コンストラクタのパラメータコンストラクタのパラメータコンストラクタのパラメータコンストラクタのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明

session S_LibrarySession 現行の LibrarySession。

ID java.lang.Long コンテンツ・タイプの既存インスタ
ンスの ID。
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例例例例 17-25 コンストラクタコンストラクタコンストラクタコンストラクタ

public TiePublicObject(LibrarySession session, 
                       Java.lang.Long id, 
                       Java.lang.Long classID,
                       S_LibraryObjectData data, )
throws IfsException
{
  super(session, id, classID, data);
}

カスタム・メソッドの作成カスタム・メソッドの作成カスタム・メソッドの作成カスタム・メソッドの作成
クラスを宣言してコンストラクタを組み込んだ後に、メソッドを追加し、Oracle 9iFSのコン
テンツ・タイプとその派生コンテンツ・タイプのすべてのインスタンスのカスタム動作を実
装できます。 

例例例例 17-26 カスタム・メソッドの作成カスタム・メソッドの作成カスタム・メソッドの作成カスタム・メソッドの作成

public LibraryObject[] getAllRelationships(LibrarySession session, 
                                           String relationshipClass)
 throws IfsException
 {
    Long id = getId();
    LibraryObject[] relObjects, rightObjects, leftObjects;
    rightObjects = getRightwardRelationships(relationshipClass);
    leftwardObjects = getLeftwardRelationships(relationshipClass);

    int i;
    int rcount = (rightwardObjects == null) ? 0 : rightwardObjects.length;
    for (i = 0; i < rcount; i++)
    {
        relObjects[i] = rightwardObjects[i];
    }

    int lcount = (leftwardObjects == null) ? 0 : leftwardObjects.length;
    for (i = 0; i < lcount; i++)

classID LONG 作成中のプロセスに含まれるコンテ
ンツ・タイプのインスタンスのクラ
ス ID。

data S_LibraryObjectData コンテンツ・タイプの既存インスタ
ンスのデータ・コンポーネント。

表表表表 17-6 コンストラクタのパラメータコンストラクタのパラメータコンストラクタのパラメータコンストラクタのパラメータ（続き）（続き）（続き）（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明
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    {
        relObjects[rcount + i] = rightwardObjects[i];
    }        
  
    return relObjects;
 }

サーバー側サーバー側サーバー側サーバー側 Tieクラスの置換クラスの置換クラスの置換クラスの置換
サーバー側 Tieクラスを置換する手順は、次のとおりです。

1. サーバー側 Tieクラスの宣言

2. コンストラクタの作成

3. オーバーライド・メソッドの作成

サーバー側サーバー側サーバー側サーバー側 Tieクラスの宣言クラスの宣言クラスの宣言クラスの宣言
初にサーバー側 Tieクラスを宣言します。サーバー側 Tieクラスは、カスタム・メソッド

（S_Relationshipなど）を持つ必要のあるコンテンツ・タイプのサーバー側クラスを拡張す
る必要があります。そのクラスを oracle.ifs.server パッケージに入れます。

例例例例 17-27 クラスの宣言クラスの宣言クラスの宣言クラスの宣言

public class S_TieRelationship extends S_Relationship

コンストラクタの作成コンストラクタの作成コンストラクタの作成コンストラクタの作成
各サーバー側 Tieクラスでは、次の 2つのコンストラクタを実装する必要があります。

� データベースに現在存在するオブジェクトに使用するコンストラクタ。このコンストラ
クタには、アプリケーションが Oracle 9iFSに対して操作を実行するために保持する
S_LibrarySessionのパラメータと、既存のコンテンツ・タイプのインスタンスに関する
データを保持する S_LibraryObjectDataオブジェクトのパラメータが必要です。

� データベース内でまだ作成していないオブジェクトに使用するコンストラクタ。このコ
ンストラクタには、S_LibrarySessionとインスタンス化するコンテンツ・タイプの識別
子のパラメータが必要です。コンテンツ・タイプを表す ClassObjectのインスタンスは、
そのコンテンツ・タイプを一意に識別するための属性 IDを持ちます。
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表 17-7「コンストラクタのパラメータ」に、コンストラクタのパラメータを示します。

例例例例 17-28 コンストラクタの作成コンストラクタの作成コンストラクタの作成コンストラクタの作成

public S_TieFolderRelationship(S_LibrarySession session, S_LibraryObjectData data)
throws IfsException
{
  super(session, data);
}

public S_TieFolderRelationship(S_LibrarySession session, java.lang.Long classID)
throws IfsException
{
  super(session, classID);
}

オーバーライド・メソッドの作成オーバーライド・メソッドの作成オーバーライド・メソッドの作成オーバーライド・メソッドの作成
Oracle 9iFSサーバー上で実行するカスタム動作を実装するオーバーライドを含めます。たと
えば、extendedPreAddRelationship()メソッドをオーバーライドして、オブジェクト
の ACL属性を親フォルダの AccessControlListに自動的に設定するように、オーバーライド
を実装できます。サーバー側 Tieクラスのサブクラスは、すべてこれらのメソッドを継承し
ます。

表表表表 17-7 コンストラクタのパラメータコンストラクタのパラメータコンストラクタのパラメータコンストラクタのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明

session S_LibrarySession 現行の LibrarySession。

data S_LibraryObjectData コンテンツ・タイプの既存インスタ
ンスのデータ・コンポーネント。

classID LONG 作成中のプロセスに含まれるコンテ
ンツ・タイプのインスタンスのクラ
ス ID。

注意注意注意注意 : オーバーライドの実装手順は、「サーバー・オーバーライドの作
成」を参照してください。
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例例例例 17-29 オーバーライド・メソッドの実装オーバーライド・メソッドの実装オーバーライド・メソッドの実装オーバーライド・メソッドの実装

public void extendedPostAddRelationship(S_LibraryObjectDefinition def, 
                                OperationState opState)
throws IfsException
{
    // Always call super
    super.extendedPostAddRelationship(opState, def);

    // Get the LibrarySession
    S_LibrarySession session = getSession();

    // Get the related objects
    AttributeValue av1, av2;
    S_PublicObject f, po;
    av1 = def.getAttribute("LEFTOBJECT");
    f = (S_PublicObject) av1.getPublicObject(session);
    av2 = def.getAttribute("RIGHTOBJECT");
    po = (S_PublicObject) av2.getPublicObject(session);

    // Apply the Folder's ACL to the item being added to the folder
    S_AccessControlList acl = f.getAcl();
    po.setAttribute("ACL", 
                    AttributeValue.newAttributeValue(acl)); 
}

詳細例詳細例詳細例詳細例
次の例に、PublicObjectコンテンツ・タイプの Bean側およびサーバー側 Tieクラスの詳細
表現を示します。

例例例例 17-30 Bean側側側側 Tie Javaクラスの置換クラスの置換クラスの置換クラスの置換

package oracle.ifs.beans;

import oracle.ifs.beans.LibraryObject;
import oracle.ifs.beans.LibrarySession;
import oracle.ifs.beans.PublicObject;
import oracle.ifs.beans.Selector;

import oracle.ifs.common.IfsException;

import oracle.ifs.server.S_LibraryObjectData;

public class TiePublicObject 
 extends PublicObject 
{ 
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 /** 
  * Constructs a TiePublicObject. 
  * 
  * @param session  the session 
  * @param id       the id 
  * @param classId  the class id 
  * @param data     the data 
  * 
  * @exception IfsException if the operation fails 
  * @pub 
  */ 
 protected TiePublicObject 
 ( 
  LibrarySession session, 
  Long id, 
  Long classId, 
  S_LibraryObjectData data 
 ) throws IfsException 
 { 
  super(session, id, classId, data); 
 } 

 public LibraryObject[] getAllRelationships(LibrarySession session, 
                                           String relationshipClass)
 throws IfsException
 {
    Long id = getId();
    LibraryObject[] relObjects, rightObjects, leftObjects;
    rightObjects = getRightwardRelationships(relationshipClass);
    leftwardObjects = getLeftwardRelationships(relationshipClass);

    int i;
    int rcount = (rightwardObjects == null) ? 0 : rightwardObjects.length;
    for (i = 0; i < rcount; i++)
    {
        relObjects[i] = rightwardObjects[i];
    }

    int lcount = (leftwardObjects == null) ? 0 : leftwardObjects.length;
    for (i = 0; i < lcount; i++)
    {
        relObjects[rcount + i] = rightwardObjects[i];
    }        
  
    return relObjects;
  }
} 
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例例例例 17-31 サーバー側サーバー側サーバー側サーバー側 Tie Java クラスの置換クラスの置換クラスの置換クラスの置換

package oracle.ifs.server;

import oracle.ifs.common.IfsException;
import oracle.ifs.common.AttributeValue;

import oracle.ifs.server.S_AccessControlList;
import oracle.ifs.server.S_PublicObject;
import oracle.ifs.server.OperationState;
import oracle.ifs.server.S_FolderRelationship;
import oracle.ifs.server.S_LibraryObjectDefinition;

public class S_TieFolderRelationship
extends S_FolderRelationship
{
  /** 
  * Constructs a TiePublicObject. 
  * 
  * @param session  the session 
  * @param id       the id 
  * @param classId  the class id 
  * @param data     the data 
  * 
  * @exception IfsException if the operation fails 
  * @pub 
  */ 

  // Constructors

  public S_TieFolderRelationship(S_LibrarySession session, 
                                 S_LibraryObjectData data)
  throws IfsException
  {
    super(session, data);
  }

  public S_TieFolderRelationship(S_LibrarySession session,  
                                 java.lang.Long classID)
  throws IfsException
  {
    super(session, classID);
  } 

  // Overrides
  public void extendedPostAddRelationship(OperationState opState, 
                                S_LibraryObjectDefinition def)
  throws IfsException
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  {
    // Always call super
    super.extendedPostInsert(opState, def);

    // Get the LibrarySession
    S_LibrarySession session = getSession();

    // Get the related objects
    AttributeValue av1, av2;
    S_PublicObject f, po;
    av1 = def.getAttribute("LEFTOBJECT");
    f = (S_PublicObject) av1.getPublicObject(session);
    av2 = def.getAttribute("RIGHTOBJECT");
    po = (S_PublicObject) av2.getPublicObject(session);

    // Apply the Folder's ACL to the item being added to the folder
    S_AccessControlList acl = f.getAcl();
    po.setAttribute("ACL", 
                    AttributeValue.newAttributeValue(acl)); 
  }
}

カスタムカスタムカスタムカスタム Tieクラスの配置クラスの配置クラスの配置クラスの配置
カスタム Tieクラスを配置する手順は、次のとおりです。

1. カスタム Tieクラスをコンパイルします（例 17-32）。

2. カスタム Tieクラスを保持するディレクトリを作成します（tie_classesなど）。この
ディレクトリは、Oracle 9iFSソフトウェアのホーム・ディレクトリにある
custom_classesディレクトリに置くことをお薦めします（例 17-33）。カスタム Tie
クラスのディレクトリ内で、Tieクラスのパッケージに対応するサブディレクトリ
（oracle/ifs/beansおよび oracle/ifs/serverなど）を作成します。カスタム・
クラスを該当するディレクトリに移動します。

3. Oracle 9iFSホスト・マシン上で環境変数 CLASSPATHを変更し、カスタム Tieクラスの
ディレクトリを含めます。これらのディレクトリへのパスが、CLASSPATH内で
repos.jarファイルへのパスより前にあることを確認してください。これにより、
Java Virtual Machine（JavaVM）は repos.jarの Oracle 9iFS Tieクラスをロードする
かわりに、カスタム Tieクラスをロードできます。

4. Oracle 9iFSを停止してから起動し、JREの CLASSPATHをリフレッシュします（例
17-34）。
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例例例例 17-32 Java クラスのコンパイルクラスのコンパイルクラスのコンパイルクラスのコンパイル

javac -deprecation TiePublicObject.java
javac -deprecation S_TieFolderRelationship.java

例例例例 17-33 Solarisでのでのでのでの Tieクラス用ディレクトリの作成クラス用ディレクトリの作成クラス用ディレクトリの作成クラス用ディレクトリの作成

$ORACLE_HOME/9ifs/custom_classes/tie_classes/oracle/ifs/beans
$ORACLE_HOME/9ifs/custom_classes/tie_classes/oracle/ifs/server

例例例例 17-34 Solarisでのでのでのでの Oracle 9iFSの停止と起動の停止と起動の停止と起動の停止と起動

$ORACLE_HOME/9ifs/bin/ifsstopdomain
$ORACLE_HOME/9ifs/bin/ifsstartdomain

テストテストテストテスト
カスタム Tieクラスをテストする手順は、次のとおりです。

1. コンテンツ・タイプのインスタンスを構成し、そのインスタンスの拡張メソッドをコー
ルする、単純な Javaアプリケーションを記述します（例 17-35）。

2. Javaクラスをコンパイルし（例 17-36）、そのパッケージに該当するディレクトリに置き
ます（例 17-37）。

3. Javaクラスを実行します（例 17-38）。

例例例例 17-35 Bean側側側側 Tieクラスのテストの記述クラスのテストの記述クラスのテストの記述クラスのテストの記述

package MyCompany.MyApp.tests;

import oracle.ifs.beans.Folder;
import oracle.ifs.beans.LibraryObject;
import oracle.ifs.beans.LibraryService;
import oracle.ifs.beans.LibrarySession;
import oracle.ifs.beans.Relationship;
import oracle.ifs.beans.TiePublicObject;

import oracle.ifs.common.CleartextCredential;
import oracle.ifs.common.IfsException;

注意注意注意注意 : Oracle 9iFSの停止および起動手順は、『Oracle Internet File System
セットアップおよび管理ガイド』を参照してください。
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public class TestTiePublicObject extends Object {

  public static void main(String[] args)
  {
     TestTiePublicObject TestTiePublicObject = new TestTiePublicObject(args);
  }

  public TestTiePublicObject(String[] args)
  {
    try
    {
      String userName = args[0];
      String userPassword = args[1];
      String serviceName = args[2];
      String schemaPassword = args[3];
      
      //Connect to Oracle 9iFS.
      LibraryService service = 
             LibraryService.startService(serviceName, schemaPassword);
      CleartextCredential cred = 
             new CleartextCredential(userName, userPassword);
      LibrarySession session = service.connect(cred, null);

      try
      {
          session.setAdministrationMode(true);

          Folder f = session.getPrimaryUserProfile().getHomeFolder();
          System.out.println("Mome Folder : " + f.getName());

          LibraryObject[] rels = f.getAllRelationships(session, "RELATIONSHIP");

          int i, icount;
          Relationship rel;

          icount = (rels == null) ? 0 : rels.length;
          System.out.println(" Relationships : " + icount);

          for (i = 0; i < icount; i++)
          {
             rel = (Relationship) rels[i];
             System.out.println("   " + rel.getLeftObject().getName() + 
                                " : " + rel.getRightObject().getName());
          }
      } 
      catch (IfsException e)
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      {
        System.out.println("An error occured.");
        System.out.println("======================");
        System.out.println(e.toString());
        e.printStackTrace();
      }

      //Disconnect.
      session.disconnect();
    } 
    catch (IfsException e)
    {
      System.out.println("Unable to connect to 9iFS.");
      System.out.println("======================");
      System.out.println(e.toString());
      e.printStackTrace();
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println("Unable to connect to 9iFS.");
      System.out.println("Ensure that you have supplied the correct");
      System.out.println("connection information in the following arguments: ");
      System.out.println("  args[0] = User Name");
      System.out.println("  args[1] = User Password");
      System.out.println("  args[2] = Service Name");
      System.out.println("  args[3] = Schema Password");
      System.out.println("Example:  ");
      System.out.println("  java " );
      System.out.println("    MyCompany.MyApp.tests.TestTiePublicObject");
      System.out.println("    system manager IfsDefault ifssys");
      System.out.println("======================");
     System.out.println(e.toString());
     e.printStackTrace();
    }
  }
}

例例例例 17-36 サーバー側サーバー側サーバー側サーバー側 Tieクラスのテストの記述クラスのテストの記述クラスのテストの記述クラスのテストの記述

package MyCompany.MyApp.tests;

import oracle.ifs.beans.AccessControlList;
import oracle.ifs.beans.Folder;
import oracle.ifs.beans.FolderDefinition;
import oracle.ifs.beans.LibraryService;
import oracle.ifs.beans.LibrarySession;
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import oracle.ifs.common.AttributeValue;
import oracle.ifs.common.CleartextCredential;
import oracle.ifs.common.Collection;
import oracle.ifs.common.IfsException;

public class TestServerTieClass extends Object {

  public static void main(String[] args)
  {
      TestServerTieClass TestServerTieClass = new TestServerTieClass(args);
  }

  public TestServerTieClass(String[] args)
  {
    try
    {
      String userName = args[0];
      String userPassword = args[1];
      String serviceName = args[2];
      String schemaPassword = args[3];
      
      //Connect to Oracle 9iFS.
      LibraryService service = 
             LibraryService.startService(serviceName, schemaPassword);
      CleartextCredential cred = 
             new CleartextCredential(userName, userPassword);
      LibrarySession session = service.connect(cred, null);

      try
      {
         AccessControlList defACL, propagatedACL, privateACL, publicACL;
         Folder propagatedF, privateF, publicF;
         String propagatedFName, privateFName, publicFName;

         // Get the session's ID to generate unique folder names.
         Long sessionId = session.getId();

         // Create a FolderDefinition which will be used
         // to create three folders to test the Tie class.
         FolderDefinition fd = new FolderDefinition();
         
         // Create a new folder which will be orphaned and 
         // therefore acquire the user's default ACL.
         fd.setAttributeByUpperCaseName("NAME", 
            AttributeValue.newAttributeValue("PropACLFolder" + sessionId));
         propagatedF = (Folder) session.createPublicObject(fd);
         propagatedFName = propagatedF.getName();
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         System.out.println(propagatedFName + " created.");

         defACL = propagatedF.getAcl();
         System.out.println("  The folder is currently orphaned");
         System.out.println("  so it has the default ACL : " 
             + defACL.getName());
         
         // Get the Private and Public ACLs to be set explicitly
         // on two new folders.
         Collection systemACLs = session.getSystemAccessControlListCollection();
         privateACL = (AccessControlList) systemACLs.getItems("Private");
         publicACL = (AccessControlList) systemACLs.getItems("Public");

         // Create another folder which has the Private ACL.
         fd.setAttributeByUpperCaseName("NAME", 
            AttributeValue.newAttributeValue("PrivFolder" + sessionId));
         fd.setAttributeByUpperCaseName("ACL", 
            AttributeValue.newAttributeValue(privateACL));
         privateF = (Folder) session.createPublicObject(fd);
         privateFName = privateF.getName();

         System.out.println(privateFName + " created.");
         System.out.println(privateFName + "'s ACL is : " 
                + privateF.getAcl().getName());

         // Add the original folder to the Private folder to automatically
         // apply the Private ACL with the server override on the Tie class.
         privateF.addItem(propagatedF);
         System.out.println("  Added " + propagatedFName + " to " 
            + privateFName);

         propagatedACL = propagatedF.getAcl();
         System.out.println("  " + propagatedFName + "'s ACL is now : " 
           + propagatedACL.getName());

         // Create another folder which has the Public ACL.
         fd.setAttributeByUpperCaseName("NAME", 
            AttributeValue.newAttributeValue("PubFolder" + sessionId));
         fd.setAttributeByUpperCaseName("ACL", 
            AttributeValue.newAttributeValue(publicACL));
         publicF = (Folder) session.createPublicObject(fd);
         publicFName = publicF.getName();

         System.out.println(publicFName + " created");
         System.out.println(publicFName + "'s ACL is : " 
              + publicF.getAcl().getName());
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         // Add the original folder to the Public folder to automatically
         // apply the Public ACL with the server override on the Tie class.
         publicF.addItem(propagatedF);
         System.out.println("  Added " + propagatedFName + " to " 
            + publicFName);

         propagatedACL = propagatedF.getAcl();
         System.out.println("  " + propagatedFName + "'s ACL is now : " 
           + propagatedACL.getName());
      } 
      catch (IfsException e)
      {
        System.out.println("An error occured.");
        System.out.println("======================");
        System.out.println(e.toString());
        e.printStackTrace();
      }

      //Disconnect.
      session.disconnect();
    } 
    catch (IfsException e)
    {
      System.out.println("Unable to connect to 9iFS.");
      System.out.println("======================");
      System.out.println(e.toString());
      e.printStackTrace();
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println("Unable to connect to 9iFS.");
      System.out.println("Ensure that you have supplied the correct");
      System.out.println("connection information in the following arguments: ");
      System.out.println("  args[0] = User Name");
      System.out.println("  args[1] = User Password");
      System.out.println("  args[2] = Service Name");
      System.out.println("  args[3] = Schema Password");
      System.out.println("Example:  ");
      System.out.println("  java " );
      System.out.println("    MyCompany.MyApp.tests.TestServerTieClass");
      System.out.println("    system manager IfsDefault ifssys");
      System.out.println("======================");
      System.out.println(e.toString());
      e.printStackTrace();
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    }
  }
}

例例例例 17-37 テスト用テスト用テスト用テスト用 Javaクラスのコンパイルクラスのコンパイルクラスのコンパイルクラスのコンパイル

javac TestTiePublicObject.java
javac TestServerTieClass.java

例例例例 17-38 テスト用テスト用テスト用テスト用 Javaクラスのディレクトリクラスのディレクトリクラスのディレクトリクラスのディレクトリ

$ORACLE_HOME/9ifs/custom_classes/MyCompany/MyApp/tests/

例例例例 17-39 テスト用テスト用テスト用テスト用 Javaクラスの実行クラスの実行クラスの実行クラスの実行

java MyCompany.MyApp.tests.TestTiePublicObject
java MyCompany.MyApp.tests.TestServerTieClass

サンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード
Oracle 9iFSは、この章の例について実行可能なサンプル・コード・ファイルとともにインス
トールされます。 サンプル・コード・ファイルは、<ORACLE_HOME>/9ifs/samplecode
/oracle/ifs/examples/devdoc/customizingbehaviorディレクトリにあります。
表 17-8に、サンプル・コード・ファイルとそれに対応する例を示します。

表表表表 17-8 例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル

例例例例 サンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイル

例 17-5「Bean側 Javaクラス Imageの作成」 Image.java

例 17-8「XMLを使用した新規 ClassObjectの
BeanClassPathの設定」

DeployBeanSideClassforNewCT.xml

例 17-9「XMLを使用した ClassObjectの
BeanClassPathの更新」

DeployBeanSideClassforExistingCT.xml

例 17-10「Bean側 Javaクラスのテストの記
述」

TestBeanSideClass.java

例 17-17「XMLを使用した Imageコンテン
ツ・タイプの作成」

CreateContentType.xml

例 17-18「XMLを使用した Imageコンテン
ツ・タイプ用のファイル拡張子の登録」

RegisterContentTypeExtensions.xml
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Oracle 9iFSは、例のサンプル・コード・ファイルのみでなく、Java APIの操作開始の出発
点として役立つ高度なサンプル・コードとともにインストールされます。 この APIサンプ
ル・コードは、<ORACLE_HOME>/9ifs/samplecode/apiディレクトリにあります。 

表 17-9に、この章に関連する APIサンプル・コードを示します。

例 17-19「Imageコンテンツ・タイプ用の
サーバー側 Javaクラスの作成」

S_Image.java

例 17-22「XMLを使用した ClassObjectの
ServerClassPathの更新」

DeployServerSideClass.xml

例 17-30「Bean側 Tie Javaクラスの置換」 TiePublicObject.java

例 17-31「サーバー側 Tie Javaクラスの置換」 S_TieFolderRelationship.java

例 17-35「Bean側 Tieクラスのテストの記
述」

TestTiePublicObject.java

例 17-36「サーバー側 Tieクラスのテストの
記述」

TestServerTieClass.java

表表表表 17-9 APIサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード

クラスクラスクラスクラス 使用方法使用方法使用方法使用方法

OverrideSample.java サーバー側オーバーライド extendedPreAddItem(ReportFolder)
および extendedPreFree (Report)のデモを行います。JDBC接続
を使用して、異なるスキーマにある表を更新します。

表表表表 17-8 例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル例とサンプル・コード・ファイル（続き）（続き）（続き）（続き）

例例例例 サンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイルサンプル・コード・ファイル
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プログラムによる電子メールの送受信プログラムによる電子メールの送受信プログラムによる電子メールの送受信プログラムによる電子メールの送受信

この章では、カスタム・アプリケーションで JavaMail APIと Oracle 9iFS Java APIを使用し
て、Oracle 9iFSで電子メールをプログラムにより送受信する方法について説明します。この
章の内容は、次のとおりです。

� Oracle 9iFSでの電子メールの機能

� メッセージ機能の実装

� サンプル・コード
送受信 18-1



Oracle 9iFSでの電子メールの機能
Oracle 9iFSでの電子メールの機能での電子メールの機能での電子メールの機能での電子メールの機能
Oracle 9iFSには、ユーザーが電子メールを送受信し、アプリケーション・プログラマが電子
メール通知を生成してビジネス・プロセスを簡便化できるように、ビルトイン・メッセージ
機能が用意されています。Oracle 9iFSのメッセージ機能のフレームワークは、次のコンポー
ネントで構成されています。

� Oracle 9iFS SMTP Server

� Oracle 9iFS IMAP Server

� Sendmail 8.9.3

� Javaクラスのセット

メッセージのルーティングメッセージのルーティングメッセージのルーティングメッセージのルーティング
Oracle 9iFSには、ユーザーがメッセージを送受信できるように、SMTPプロトコル・サー
バーおよび IMAPプロトコル・サーバーという 2つのプロトコル・サーバーが組み込まれて
います。

Oracle 9iFS SMTP Serverは、サーバー側でメッセージの送受信に使用されます。SMTPサー
バーは Sendmailをメッセージ転送エージェント（MTA）として使用します。これは、
Oracle 9iFSで送受信される各電子メールが Sendmailを通過する必要があることを意味しま
す。メッセージが Oracle 9iFSに送信されると、Sendmail経由で Oracle 9iFS SMTP Server
にルーティングされ、Oracle 9iFSに格納されます。Oracle 9iFSから送信されたメッセージ
は、Oracle 9iFSの送信ボックスに置かれてから、Oracle 9iFS Outbox Agentにより
Sendmailにルーティングされます。メッセージが他の Oracle 9iFSユーザー宛の場合も、
Outbox Agentは Sendmailを使用してメッセージをルーティングします。

Oracle 9iFS IMAP Serverは、Oracle 9iFS内のメッセージをメッセージ・クライアントから
アクセスできるようにします。たとえば、ユーザーは IMAP準拠の Netscape 
Communicatorを使用して受信ボックスにあるメッセージを表示し、それを（Oracle 9iFSド
メイン内外にある）どのようなメール・アドレスにも送信できます。Oracle 9iFS IMAP 
Serverは、IMAPサーバーと電子メール・クライアント間にセキュリティを提供するために
SSLをサポートしています。

注意注意注意注意 : Oracle 9iFSを Sendmailとともに動作するように構成する方法の
詳細は、『Oracle Internet File Systemセットアップおよび管理ガイド』を
参照してください。 Sendmailの構成は、http://www.sendmail.org/のサ
イトを参照してください。
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メッセージの格納メッセージの格納メッセージの格納メッセージの格納
Oracle 9iFSユーザー宛に送信されたメッセージは、リポジトリに格納されます。デフォルト
では、メッセージは Oracle 9iFSに Rfc822Messageクラスのインスタンスとして格納されま
す。Oracle 9iFSは、メッセージの内容のうちメッセージ受信者間で共有される部分の単一コ
ピーを格納することで、メッセージによる記憶領域の使用量を 小限に抑えます。 

Oracle 9iFSには、電子メール・クライアントにより署名または暗号化されたメッセージを格
納する機能があります。メッセージを暗号化したり署名する手順は、メッセージ・クライア
ントのユーザーズ・ガイドを参照してください。

Oracle 9iFSでは、ユーザーはメッセージ・テキストに Oracle Textで索引を付けてメッセー
ジを検索できます。メッセージ・テキストは索引付けされますが、このリリースの Oracle 
Textで索引付けされるのは、コンテンツ・タイプが TEXTのメッセージ添付ファイルのみで
す。

メッセージは、各受信者のメール・フォルダ内で参照されます。各ユーザーのメール・フォ
ルダは、そのユーザーの PrimaryUserProfileで指定されます。 

メッセージ機能の実装メッセージ機能の実装メッセージ機能の実装メッセージ機能の実装
Oracle 9iFSでは、標準的な電子メール・クライアントを使用してメッセージを送受信するの
みでなく、メッセージ機能 APIを使用してカスタム・アプリケーションにメッセージ機能を
実装できます。

たとえば、Oracle 9iFSで特定のタスクが実行された時点で電子メール通知を自動的に生成す
るように、カスタム・アプリケーションを構築できます。このアプリケーションでは、パス
ワードに変更があったことを Oracle 9iFSユーザーにいつでも通知できます。このアプリ
ケーションは、サーバー側オーバーライドを使用して、新規パスワードを含むメッセージを
生成し、ユーザーに送信します。Oracle 9iFSのトランザクション管理機能を使用すること
で、メッセージが正常に送信されない場合に、アプリケーションはアカウントの変更をロー
ルバックできます。

この項の内容は、次のとおりです。

� メッセージ機能 API

� メッセージ操作へのトランザクション管理の適用

注意注意注意注意 : ユーザーのメール・フォルダの構成手順は、『Oracle Internet File 
Systemセットアップおよび管理ガイド』を参照してください。ユーザー
のメール・フォルダをプログラムで設定する方法は、第 15章「セキュリ
ティ」を参照してください。
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� メッセージの作成と送信

� メッセージ・フォルダの操作

メッセージ機能メッセージ機能メッセージ機能メッセージ機能 API
メッセージ機能を実装するには、カスタム・アプリケーションで次の 2つの APIを使用しま
す。

� JavaMail API

� Oracle 9iFS Java API

JavaMail API
Oracle 9iFSでは、Oracle 9iFSリポジトリ内のメッセージとの相互作用に介入できるように、
標準的な APIである JavaMail APIがサポートされます。JavaMail APIの詳細は、このマ
ニュアルでは説明しません。ただし、この項では、次のような一部の APIクラスの使用例を
示します。

� javax.mail.Folder

� javax.mail.Message

� javax.mail.session

� javax.mail.internet.MimeMessage

� javax.mail.internet.InternetAddress

Oracle 9iFS Java API
Oracle 9iFS Java APIには、Oracle 9iFSに格納されているメッセージをアプリケーションで
管理できるように、クラスのパッケージ oracle.ifs.adk.mailが含まれています。この
パッケージの次の 2つのクラスを使用して、JavaMailアプリケーションで Oracle 9iFSの
メッセージ機能を活用できます。

� IfsStore。IfsStoreクラスを使用すると、JavaMailアプリケーションから Oracle 9iFSに
格納されているメッセージにアクセスできます。

� IfsTransport。IfsTransportクラスを使用すると、JavaMailアプリケーションから
Oracle 9iFS経由でメッセージを送信できます。

注意注意注意注意 : Sun社の JavaMail APIについては、
http://java.sun.com/products/javamail/index.htmlを参照してください。
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メッセージ操作へのトランザクション管理の適用メッセージ操作へのトランザクション管理の適用メッセージ操作へのトランザクション管理の適用メッセージ操作へのトランザクション管理の適用
JavaMail APIでは、トランザクション管理はサポートされません。カスタム・アプリケー
ションでメッセージ操作をコミットおよびロールバックできるように、
oracle.ifs.adk.mailパッケージの各クラスには、メッセージ操作にトランザクション
管理を適用するためのメソッドが含まれています。 

第 16章「セッションおよびトランザクションの管理」で説明したように、LibrarySessionク
ラスには、トランザクションの開始、強制終了および完了に使用するためのメソッドが用意
されています。LibrarySessionのトランザクション管理機能を Oracle 9iFSでのメッセージ操
作に適用するには、IfsStoreおよび IfsTransportオブジェクトの LibrarySessionを設定しま
す。LibrarySessionを IfsStoreまたは IfsTransportオブジェクトで設定するには、そのオブ
ジェクトの setLibrarySession()メソッドをコールします。この 2つのオブジェクトの
LibrarySessionを設定すると、LibrarySessionにアクセスして、メッセージ・アプリケー
ション内のトランザクション・ブロックを定義し、管理できます。

単一トランザクションを使用して、メッセージ・オブジェクトの操作とともに、他の Oracle 
9iFSオブジェクトの操作を管理できます。そのためには、IfsStoreおよび IfsTransportオブ
ジェクトで設定する LibrarySessionを、他の Oracle 9iFSオブジェクトの操作に使用する
LibrarySessionと一致させる必要があります。その後は、共有の LibrarySessionを使用し
て、LibrarySessionで実行される操作のトランザクションを開始、強制終了およびコミット
できます。

Oracle 9iFSのトランザクション管理機能をメッセージ操作に適用するには、アプリケーショ
ンで次の手順を実行します。

1. トランザクション中の例外をキャッチする try句で、トランザクションをラップします。

2. JavaMailとのセッションを確立します。

3. メッセージおよびその他の Oracle 9iFSオブジェクトの操作に使用する Oracle 9iFSとの
LibrarySessionを確立します。

注意注意注意注意 : Oracle 9iFSでトランザクション管理を使用する手順は、第 16章
「セッションおよびトランザクションの管理」を参照してください。

注意注意注意注意 : Oracle 9iFSのトランザクション管理の使用は、JavaMail APIに準
拠していません。したがって、アプリケーションでは、Oracle 9iFS以外の
JavaMail Storeを処理できなくなります。Oracle 9iFSのトランザクション
機能にアクセスする必要がない場合は、他のシステムとの互換性を保つた
めに、JavaMail APIを直接操作するように選択できます。
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4. トランザクション管理に使用できるように、IfsStoreまたは IfsTransportの
LibrarySessionを設定します。

5. LibrarySessionを使用してトランザクションを開始します。メッセージや他のオブジェ
クトに対する操作をトランザクションに含めます。

6. トランザクションが正常に完了しない場合は、そのエラーを finally句でキャッチしてト
ランザクションを強制終了します。トランザクションを catch句で強制終了すると、エ
ラーの原因がキャッチされない Throwableだった場合に問題が生じる可能性がありま
す。finally句で強制終了すると、トランザクションが完了するかロールバックされるか
のどちらかになることが保証されます。

例 18-1に、メッセージ操作のトランザクション管理に使用されるサンプル・コードから抜粋
したコードを示します。

例例例例 18-1 メッセージ操作へのトランザクション管理の使用メッセージ操作へのトランザクション管理の使用メッセージ操作へのトランザクション管理の使用メッセージ操作へのトランザクション管理の使用

1. トランザクション中の例外をキャッチする try句で、トランザクションをラップします。 

try
{

2. JavaMailとのセッションを確立します。 

  Session javaMailSession = Session.getDefaultInstance(
    new java.util.Properties(), null);

3. メッセージおよびの他の Oracle 9iFSオブジェクトの操作に使用する Oracle 9iFSとの
LibrarySessionを確立します。

  LibraryService ifsService = 
       LibraryService.startService(serviceName, schemaPassword);
  CleartextCredential cred = 
       new CleartextCredential(userName, userPassword);
  LibrarySession ifsSession = service.connect(cred, null);

4. トランザクション管理に使用できるように、IfsStoreまたは IfsTransactionの
LibrarySessionを設定します。

  IfsStore store = (IfsStore) javaMailSession.getStore("ifs");
  store.setLibrarySession(ifsSession);

  IfsTransport transport = (IfsTransport) javaMailSession.getTransport("ifs1");
  transport.setLibrarySession(ifsSession);
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5. LibrarySessionを使用してトランザクションを開始します。メッセージや他の Oracle 
9iFSオブジェクトに対する操作をトランザクションに含めます。

  Transaction transaction = ifsSession.beginTransaction();

  // < operations against messages and other objects >

6. LibrarySessionを使用して、すべての操作をアトミックにコミットし、トランザクショ
ンを完了します。

  ifsSession.completeTransaction(transaction);
  transaction = null;
}
catch (Throwable e)
{
  e.printStackTrace();
}

7. トランザクションが正常に完了しない場合は、そのエラーを finally句でキャッチしてト
ランザクションを強制終了します。

finally
{
  try 
  {
    if (transaction != null)
    {
      ifsSession.abortTransaction(transaction);
        transaction = null;
    }
    if (ifsSession != null)
    {
      ifsSession.disconnect();
    }
  }
  catch (IfsException e)
  {
     e.printStackTrace();
  }
}
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メッセージの作成と送信メッセージの作成と送信メッセージの作成と送信メッセージの作成と送信
Oracle 9iFSでサポートされているメッセージ機能 APIを使用し、メッセージをプログラム
で作成して移送できます。そのためには、アプリケーションで次の手順を実行します。

1. javax.mail.Sessionを取得します。

2. Oracle 9iFSとの LibrarySessionを取得します。

3. javax.mail.Sessionから IfsTransportを作成します。IfsTransportで Oracle 9iFSの
LibrarySessionを設定します。

4. Oracle 9iFSの LibrarySessionとのトランザクションを開始します。

5. javax.mail.internet.MimeMessageを構成します。

6. javax.mail.internet.InternetAddressを構成します。

7. MimeMessageのテキストを作成します。

8. MimeMessageの Subjectを設定します。

9. MimeMessageの受信者を識別します。

10. IfsTransport経由でMimeMessageを送信します。

11. トランザクションを完了します。

12. Oracle 9iFSの LibrarySessionを切断します。トランザクションが正常に完了しない場合
は、強制終了します。

例 18-2に、メッセージ機能 APIでメッセージの作成と送信に使用するサンプル・コードか
ら抜粋したコードを示します。

例例例例 18-2 メッセージの作成と送信メッセージの作成と送信メッセージの作成と送信メッセージの作成と送信

1. JavaMailとのセッションを確立します。

try
{

  Session javaMailSession = Session.getDefaultInstance(
    new java.util.Properties(), null);

2. メッセージおよびの他の Oracle 9iFSオブジェクトの操作に使用する Oracle 9iFSとの
LibrarySessionを確立します。

  LibraryService ifsService = 
       LibraryService.startService(serviceName, schemaPassword);
  CleartextCredential cred = 
       new CleartextCredential(userName, userPassword);
  LibrarySession ifsSession = service.connect(cred, null);
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3. メッセージの送信に使用する IfsTransportオブジェクトを作成します。IfsTransaction
の LibrarySessionを設定します。

  IfsTransport transport = 
      (IfsTransport) javaMailSession.getTransport("ifs1");
  transport.setLibrarySession(ifsSession);

4. LibrarySessionを使用してトランザクションを開始します。

  Transaction transaction = ifsSession.beginTransaction();

5. MimeMessageを構成します。

  MimeMessage curMsg = new MimeMessage(session);

6. MimeMessageの受信者の InternetAddressを構成します。MimeMessageのアドレスを
設定します。

  String addressStr = parameterTable.getString("address");
  InternetAddress address = new InternetAddress[1];
  address[0] = new InternetAddress(addressStr);

7. MimeMessageのテキストを作成します。

  String subjectStr = "Mailbox Scan Results";
  String msgTxt = "";
  msgTxt = "To: " + addressStr + "¥n";
  msgTxt += "Subject: " + subjectStr + "¥n";
  msgTxt += "¥n";
  msgTxt += "There were " + outFolder1Count;
  msgTxt +=" messsages with subjects containing " + keyword + ".¥n";
  msgTxt += "There were " + outFolder2Count;
  msgTxt += " messsages with subjects not containing " + keyword + ".¥n";

  curMsg.setText(msgTxt);

8. MimeMessageの件名を設定します。

  curMsg.setSubject(subjectStr);

9. MimeMessageの受信者を識別します。

  curMsg.addRecipients(Message.RecipientType.TO, address);

10. IfsTransportを使用してMimeMessageを InternetAddressに送信します。

  transport.sendMessage(curMsg, address);
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11. LibrarySessionを使用して、すべての操作をアトミックにコミットし、トランザクショ
ンを完了します。

  ifsSession.completeTransaction(transaction);
  transaction = null;
}
catch (Throwable e)
{
  e.printStackTrace();
}

12. トランザクションが正常に完了しない場合は、そのエラーを finally句でキャッチしてト
ランザクションを強制終了します。トランザクションを catch句で強制終了すると、エ
ラーの原因がキャッチされない Throwableだった場合に問題が生じる可能性がありま
す。finally句で強制終了すると、トランザクションが完了するかロールバックされるか
のどちらかになることが保証されます。

finally
{
  try
  {
    if (transaction != null)
    {
      ifsSession.abortTransaction(transaction);
      transaction = null;
    }
    if (ifsSession != null)
    {
       ifsSession.disconnect();
    }
  }
  catch (IfsException e)
  {
     e.printStackTrace();
  }
}

メッセージ・フォルダの操作メッセージ・フォルダの操作メッセージ・フォルダの操作メッセージ・フォルダの操作
javax.mailの APIおよび Oracle 9iFS Java APIを使用すると、メッセージ・フォルダをプロ
グラムで操作できます。たとえば、アプリケーションで次の手順を実行して、Oracle 9iFS内
のメール・フォルダ間でメッセージを移動できます。

1. javax.mail.Sessionを取得します。

2. Oracle 9iFSとの LibrarySessionを取得します。

3. javax.mail.Sessionから IfsStoreを取得します。
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4. IfsStoreで Oracle 9iFSの LibrarySessionを設定します。

5. Oracle 9iFSの LibrarySessionとのトランザクションを開始します。

6. メッセージ・フォルダを IfsStoreから javax.mail.Folderクラスのインスタンスとして
フェッチします。

7. open()メソッドを使用して javax.mail.Foldersをオープンします。

8. getMessages()メソッドを使用して、javax.mail.Folders内のメッセージをフェッチしま
す。

9. appendMessages()メソッドを使用して、javax.mail.Foldersにメッセージを追加します。

10. setFlags()メソッドを使用して、javax.mail.Folder内のメッセージに削除済みフラグを
付けます。

11. close()メソッドを使用して、javax.mail.Folderをクローズし、すべての削除済みメッ
セージを消去します。

12. トランザクションを完了します。

13. Oracle 9iFSの LibrarySessionを切断します。

14. トランザクションが正常に完了しない場合は、強制終了します。

例 18-3に、メッセージ操作のトランザクション管理に使用されるサンプル・コードから抜粋
したコードを示します。

例例例例 18-3 メッセージ・フォルダの操作メッセージ・フォルダの操作メッセージ・フォルダの操作メッセージ・フォルダの操作

try
{

1. JavaMailとのセッションを確立します。 

  Session javaMailSession = Session.getDefaultInstance(
    new java.util.Properties(), null);

2. メッセージおよびの他の Oracle 9iFSオブジェクトの操作に使用する Oracle 9iFSとの
LibrarySessionを確立します。

  LibraryService ifsService = 
       LibraryService.startService(serviceName, schemaPassword);
  CleartextCredential cred = 
       new CleartextCredential(userName, userPassword);
  LibrarySession ifsSession = service.connect(cred, null);
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3. JavaMail Sessionから IfsStoreを取得します。トランザクション管理に使用できるよう
に、IfsStoreの LibrarySessionを設定します。

  IfsStore store = (IfsStore) javaMailSession.getStore("ifs");
  store.setLibrarySession(ifsSession);

4. LibrarySessionを使用してトランザクションを開始します。メッセージや他の Oracle 
9iFSオブジェクトに対する操作をトランザクションに含めます。

  Transaction transaction = ifsSession.beginTransaction();

5. メッセージ・フォルダを IfsStoreから javax.mail.Folderクラスのインスタンスとして
フェッチします。

  Folder inFolder = store.getFolder(parameterTable.getString("inFolder"));
  Folder outFolder1 = store.getFolder(parameterTable.getString("outFolder1"));
  Folder outFolder2 = store.getFolder(parameterTable.getString("outFolder2"));

6. javax.mail.Folderクラスの open()メソッドを使用して、メッセージ・フォルダを開きま
す。

  inFolder.open(Folder.READ_WRITE);

7. javax.mail.Folderの getMessages()メソッドを使用して、フォルダ内のメッセージを
フェッチします。

  Message messages = inFolder.getMessages();

  String keyword = parameterTable.getString("keyword");
  String subject;
  MimeMessage curMsg;
  MimeMessage msgList[] = new MimeMessage[1];

  for (int i = 0; i < messages.length; i++)
  {
    curMsg = (MimeMessage) messages[i];
    msgList[0] = curMsg;
    subject = curMsg.getSubject();

    if(subject.indexOf(keyword) != -1)
    {

8. appendMessages()メソッドを使用して、javax.mail.Folderにメッセージを追加します。

      outFolder1.appendMessages(msgList);
      outFolder1Count++;
    }
    else
   {
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      outFolder2.appendMessages(msgList);
      outFolder2Count++;
    }

9. setFlags()メソッドを使用して、javax.mail.Folder内のメッセージに削除済みフラグを
付けます。

    inFolder.setFlags(msgList, deletedFlag, true);
  }

10. close()メソッドを使用して、すべての削除済みメッセージを消去し、javax.mail.Folder
をクローズします。

  inFolder.close(true);

11. LibrarySessionを使用して、すべての操作をアトミックにコミットし、トランザクショ
ンを完了します。

  ifsSession.completeTransaction(transaction);
  transaction = null;
}
catch (Throwable e)
{
  e.printStackTrace();
}

12. トランザクションが正常に完了しない場合は、そのエラーを finally句でキャッチしてト
ランザクションを強制終了します。

finally
{
  try
  {
    if (transaction != null)
    {
        ifsSession.abortTransaction(transaction);
       transaction = null;
    }
    if (ifsSession != null)
    {
       ifsSession.disconnect();
    }
  }
  catch (IfsException e)
  {
     e.printStackTrace();
  }
}
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サンプル・コードサンプル・コードサンプル・コードサンプル・コード
javax.mail APIと Oracle 9iFSのメッセージ機能クラスの具体例を示すために、例 18-4
「IfsJavamailExample1.java」のサンプル・プログラムは、リポジトリに格納されている電子
メール・メッセージに対して基本的な操作を実行しています。

サンプル・プログラムの要件サンプル・プログラムの要件サンプル・プログラムの要件サンプル・プログラムの要件
例 18-4のコードを実行するには、次の依存性が必要です。

� Sendmailをインストールし、Oracle 9iFSで構成する必要があります。

� BaseExample.javaをコンパイルし、生成された Javaクラスを
<ORACLE_HOME>/9ifs/samplecode/oracle/ifs/examples/devdoc/email
ディレクトリに置く必要があります。

� IfsJavamailExample1.javaをコンパイルし、生成された Javaクラスを
<ORACLE_HOME>/9ifs/samplecode/oracle/ifs/examples/devdoc/email
ディレクトリに置く必要があります。

プログラムの実行内容プログラムの実行内容プログラムの実行内容プログラムの実行内容
IfsJavamailExample1.javaは BaseExample.javaを拡張し、Oracle 9iFSに格納され
ている電子メール・メッセージに対してプログラムによる単純な操作のデモを行います。こ
のプログラムは、コマンドラインからの実行時に次の引数を取ります。

� 基本的なシステム設定 － サーバー名、サーバー・パスワード

� セッション資格証明 － Oracle 9iFSユーザーのユーザー名、パスワード

� 受信ボックス・フォルダ名 － 検索対象のフォルダ

� 送信ボックス・フォルダ名 1 － 選択した電子メール・メッセージがコピーされるフォル
ダ

� 送信ボックス・フォルダ名 2 － 選択した電子メール・メッセージがコピーされるフォル
ダ

� キーワード － 検索ワード（またはトークン）

� 電子メール・アドレス － プログラムによるアクティビティのログが送信される電子
メール・アドレス

注意注意注意注意 : このサンプル・プログラムは、Oracle 9iFSのインストール時に
<ORACLE_HOME>/9ifs/samplecode/oracle/ifs/examples
/devdoc/emailディレクトリに組み込まれます。
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このプログラムは、実行時に inFolderに格納されているメッセージ内のキーワードを検索
し、検索ワードを含むメッセージを outFolder1に移動し、検索ワードを含んでいないメッ
セージを outFolder2に移動します。 後に、結果を示す電子メール・レポートを生成し、
引数で指定された電子メール・アドレスに送信します。コマンドライン入力の例を次に示し
ます。

java IfsJavamailExample1 server=Local serverpassword=ifsuser username=tuser60 
password=tuser60 name-IfsMailExample inFolder=inbox outFolder1=out1 outFolder2=out2 
keyword=test address=tuser51@us.oracle.com

例例例例 18-4 IfsJavamailExample1.java

package oracle.ifs.examples.documentation.email;

/* Copyright (c) 2001 by Oracle Corporation. All Rights Reserved. */

import java.util.Enumeration;
import javax.mail.Flags;
import javax.mail.Flags.Flag;
import javax.mail.Folder;
import javax.mail.Header;
import javax.mail.Message;
import javax.mail.Provider;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.Transport;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeMessage;
import oracle.ifs.adk.mail.IfsStore;
import oracle.ifs.adk.mail.IfsTransport;
import oracle.ifs.beans.LibrarySession;
import oracle.ifs.common.IfsException;
import oracle.ifs.common.ParameterTable;
import oracle.ifs.common.Transaction;

public class IfsJavamailExample1 extends BaseExample
{
  public IfsJavamailExample1(String args[])
  {
    super(args);
  }

  public static void main(String args[])
  {
    new Thread (new IfsJavamailExample1(args)).start();
  }

  public void run()
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  {
    Flags           deletedFlag = new Flags(Flag.DELETED);
    Folder          inFolder;
    Folder          outFolder1;
    Folder          outFolder2;
    IfsStore        store;
    IfsTransport    transport;
    InternetAddress address[];
    LibrarySession  ifsSession = null;
    Message         messages[];
    MimeMessage     curMsg;
    MimeMessage     msgList[] = new MimeMessage[1];
    ParameterTable  parameterTable = getParameterTable();
    Session         session;
    String          keyword;
    Transaction     transaction = null;
    int             outFolder1Count = 0;
    int             outFolder2Count = 0;

    try
    {
      try
      {
         // Create Service
         session = Session.getDefaultInstance(new java.util.Properties(), null);

         // Create Store
         store = (IfsStore) session.getStore("ifs");

         // Authenticate to user
         ifsSession = connect();
         store.setLibrarySession(ifsSession);

         // Start the transaction
         transaction = ifsSession.beginTransaction();

         // Get inFolder Folder
         inFolder = store.getFolder(parameterTable.getString("inFolder"));

         inFolder.open(Folder.READ_WRITE);

         // Get outFolder1 Folder
         outFolder1 = store.getFolder(parameterTable.getString("outFolder1"));

         // Get outFolder2 Folder
         outFolder2 = store.getFolder(parameterTable.getString("outFolder2"));
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         // Get all messages from inFolder folder
         messages = inFolder.getMessages();

         // get the keyword
         keyword = parameterTable.getString("keyword");

         // list all messages from inFolder folder by subject
         for (int i = 0; i < messages.length; i++)
         {
           String subject;

           curMsg = (MimeMessage)messages[i];
           msgList[0] = curMsg;

           subject = curMsg.getSubject();
           if(subject.indexOf(keyword) != -1)
           {
              System.out.println("Placing msg " + subject + " in first folder");
             outFolder1.appendMessages(msgList);
             outFolder1Count++;
           }
           else
           {
              System.out.println("Placing msg " + 
                 subject + " in second folder");
             outFolder2.appendMessages(msgList);
             outFolder2Count++;
           }

           inFolder.setFlags(msgList, deletedFlag, true);
         }

         // Close the folder , expunging any deleted messages.
         inFolder.close(true);

         String msgTxt = "";
         String addressStr = parameterTable.getString("address");
         String subjectStr = "Mailbox Scan Results";

         msgTxt = "To: " + addressStr + "¥n";
         msgTxt += "Subject: " + subjectStr + "¥n";
         msgTxt += "¥n";
         msgTxt += "There were " + outFolder1Count;
         msgTxt +=" messsages with subjects containing " + keyword + ".¥n";
         msgTxt += "There were " + outFolder2Count;
         msgTxt += " messsages with subjects not containing " + 
                   keyword + ".¥n";
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         System.out.println("Creating outgoing message");
         curMsg = new MimeMessage(session);

         transport = (IfsTransport) session.getTransport("ifs1");
         transport.setLibrarySession(ifsSession);
         address = new InternetAddress[1];
         address[0] = new InternetAddress(addressStr);
         curMsg.addRecipients(Message.RecipientType.TO, address);
         curMsg.setSubject(subjectStr);
         curMsg.setText(msgTxt);
         transport.sendMessage(curMsg, address);

         // Commit the transaction
         ifsSession.completeTransaction(transaction);
         transaction = null;

         // This is very important as it is what dispatches events to
         //other processes.
         ifsSession.disconnect();
         ifsSession = null;
      }
      catch (Throwable e) 
      {
        e.printStackTrace();
      }
      finally 
      {
         if(transaction != null)
         {
           ifsSession.abortTransaction(transaction);
           transaction = null;
          }

          if(ifsSession != null)
          {
            // If this throws an exception we give up.  The events
            //caused by this program will be lost.
            ifsSession.disconnect();
           }
      }
    }
    catch (IfsException e)
    {
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      // This catches an exception that may be thrown by the above
      // ifsSession.abortTransaction().
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
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エラー・メッ
A

エラー・メッセージエラー・メッセージエラー・メッセージエラー・メッセージ

この付録では、アプリケーションの開発中に発生する代表的なエラー・メッセージについて
説明します。メッセージごとに、エラーの原因と、エラー条件を訂正するために実行できる
措置が記載されています。

表表表表 A-1 一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ

IFS-10170 無効な名前無効な名前無効な名前無効な名前 /資格証明資格証明資格証明資格証明

原因原因原因原因 : 入力された ProductShortNameのログインおよびパスワード
が不正です。

可能な措置可能な措置可能な措置可能な措置 : 1. 適切なログインとパスワードを再入力します。 

2. 指定した名前を持つユーザーが ProductShortNameに存在
するかどうかを確認します。

IFS-10200 オブジェクトにアクセスできません（権限が不十分です）。オブジェクトにアクセスできません（権限が不十分です）。オブジェクトにアクセスできません（権限が不十分です）。オブジェクトにアクセスできません（権限が不十分です）。

原因原因原因原因 : ユーザーがアクセス権を持っていない PublicObject
（Document、Folderなど）へのアクセスを試みました。

可能な措置可能な措置可能な措置可能な措置 : 1. ユーザーがオブジェクトにアクセスできるように、所有者に
権限（ACL）の変更を依頼します。

2. 権限が適切に設定されており、ユーザーはオブジェクトへの
アクセスを禁止されている場合、他に該当する措置はありませ
ん。
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IFS-10406 無効な属性無効な属性無効な属性無効な属性値値値値の変換の変換の変換の変換 （（（（{0}をををを Java{1}へ変換）。へ変換）。へ変換）。へ変換）。

原因原因原因原因 : 通常、このエラーが発生するのは、Java APIに直接書き込ん
でいる場合です。このエラーは、属性値を不正なデータ型に強
制変換しています。無効な変換の例は、DATEから
BOOLEANへの強制変換などです。有効な変換の例は、
INTEGERから STRINGへの強制変換などです。

特に注意する必要があるのは、PUBLICOBJECTから
PUBLICOBJECTへの変換です。この変換は、ユーザーが
AttributeValue内で参照される PublicObjectへのアクセス権
を持っていない場合は失敗します。

 パラメータ {0}および {1}は、エラーの原因を示す実際の値に
なります。

可能な措置可能な措置可能な措置可能な措置 : 1. データ型をチェックし、互換性のあるデータ型に変更しま
す。

2. PublicObjectに強制変換している場合は、ユーザーが
AttributeValueで参照される PublicObjectにアクセスできる
かどうかをチェックします。

IFS-10600 ライブラリ接続を構築できません。ライブラリ接続を構築できません。ライブラリ接続を構築できません。ライブラリ接続を構築できません。

原因原因原因原因 : このエラーが発生するのは、ProductShortNameリポジトリ
からデータベースに接続できない場合です。通常、このエラー
の原因は、サービス・プロパティ・ファイルに指定されている
無効なデータベース・ユーザー名または無効なデータベース・
パスワードです。また、サービス・プロパティ・ファイル内の
DatabaseUrl設定が無効な場合にも、このエラーが発生するこ
とがあります。

可能な措置可能な措置可能な措置可能な措置 : 1. SQL*Plusまたは同様のツールを使用してデータベースに接
続し、データベース・ユーザー名、パスワードおよび TNS名
が適切に設定されているかどうかを確認します。

2. この例外により、より詳細に原因を記述する別の例外がカプ
セル化されているかどうかをチェックします。

表表表表 A-1 一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ（続き）（続き）（続き）（続き）
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IFS-10620 接続プールを構築できません。接続プールを構築できません。接続プールを構築できません。接続プールを構築できません。

原因原因原因原因 : 通常、このエラーが発生するのは、データベース接続を確立で
きない場合です。一般に、エラー 10633が発生すると、このエ
ラーが発生します。

可能な措置可能な措置可能な措置可能な措置 :  このエラーの原因がエラー 10633の場合は、SQL*Plusまたは
同様のツールを使用してデータベースに接続し、データベー
ス・ユーザー名、パスワードおよび TNS名が適切に設定され
ているかどうかを確認します。

IFS-10633 ライブラリ接続を作成できません。ライブラリ接続を作成できません。ライブラリ接続を作成できません。ライブラリ接続を作成できません。 

原因原因原因原因 : 通常、このエラーが発生するのは、データベース接続を確立で
きない場合です。一般に、エラー 10600が発生すると、このエ
ラーが発生します。

可能な措置可能な措置可能な措置可能な措置 :  このエラーの原因がエラー 10600の場合は、SQL*Plusまたは
同様のツールを使用してデータベースに接続し、データベー
ス・ユーザー名、パスワードおよび TNS名が適切に設定され
ているかどうかを確認します。

IFS-12200  無効な項目名が指定されました（無効な項目名が指定されました（無効な項目名が指定されました（無効な項目名が指定されました（{0}）。）。）。）。

原因原因原因原因 : ProductShortName Collectionの 1つで名前によるオブジェ
クトの参照を試みましたが、その名前を持つオブジェクトは存
在しません。このエラーが発生するのは、getItems()メソッド
を Collectionクラスで直接コールするか、Collectionの 1つに
アクセスする操作を実行して間接的にコールする場合です。後
者の例として、新規 Documentの作成などの操作で
ClassObject名を指定したが、その名前を持つ ClassObjectが
存在しない場合などがあります。

可能な措置可能な措置可能な措置可能な措置 : 指定した名前をチェックして、有効な名前を再入力します。

表表表表 A-1 一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ（続き）（続き）（続き）（続き）
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IFS-12620 パーサーパーサーパーサーパーサー : 構文エラー（構文エラー（構文エラー（構文エラー（{0}））））

原因原因原因原因 : ProductShortNameリポジトリに取り込むドキュメント・ス
トリームの解析中に、パーサーにより構文エラーが検出されま
した。パラメータでは、構文エラーを受け持つトークンが識別
されます。たとえば、SimpleXmlParserは、XMLファイルの
解析中に不明なタグが見つかると、この例外を発生させます。
パラメータは不明なタグの値です。

可能な措置可能な措置可能な措置可能な措置 : ドキュメント本体を修正し、構文エラーを解決して、
ProductShortNameに再発行します。

IFS-20000 リポジトリ・パラメータ（リポジトリ・パラメータ（リポジトリ・パラメータ（リポジトリ・パラメータ（{0}）を取得できません。）を取得できません。）を取得できません。）を取得できません。

原因原因原因原因 : 通常、このエラーが発生するのは、部分的にインストール済み
の ProductShortNameインスタンスまたは極端に古い
ProductShortNameインスタンス（1.0.8.0.0より前など）に
対して、ProductShortNameの実行を試みた場合です。これ
は特に、表示されるパラメータが文字列 SCHEMAVERSION
の場合に該当します。

可能な措置可能な措置可能な措置可能な措置 : このエラーが発生した ProductShortNameインスタンスが正
常にインストールされており、バージョン 1.0.8.0.0以上である
ことを確認します。

IFS-20001 スキーマ・バージョンを取得できません。スキーマ・バージョンを取得できません。スキーマ・バージョンを取得できません。スキーマ・バージョンを取得できません。

原因原因原因原因 : 通常、このエラーの原因はエラー 20000で、つまり、リポジト
リ・パラメータ SCHEMAVERSIONを取得できないことです。
一般に、このエラーが発生するのは、部分的にインストール済
みの ProductShortNameインスタンスまたは極端に古い
ProductShortNameインスタンス（1.0.8.0.0より前など）に
対して、ProductShortNameの実行を試みた場合です。

可能な措置可能な措置可能な措置可能な措置 : このエラーが発生した ProductShortNameインスタンスが正
常にインストールされており、バージョン 1.0.8.0.0以上である
ことを確認します。

表表表表 A-1 一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ（続き）（続き）（続き）（続き）
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IFS-20010 サービス構成プロパティ（サービス構成プロパティ（サービス構成プロパティ（サービス構成プロパティ（{0}）を取得できません。）を取得できません。）を取得できません。）を取得できません。

原因原因原因原因 : このエラーが発生するのは、ProductShortNameプロセスの
起動を試みるときに、ProductShortNameリポジトリで検索
できないサービス・プロパティ・ファイル名を指定した場合で
す。エラーで示されるパラメータは、指定したサービス・プロ
パティ・ファイルの名前です。指定したサービス・プロパ
ティ・ファイルは、プロセスの CLASSPATH設定に含まれる
ディレクトリの 1つから派生する、oracle.ifs.server.properties
パッケージに存在する必要があります。

可能な措置可能な措置可能な措置可能な措置 : 指定した名前を持つサービス・プロパティ・ファイルが存在
し、現行の CLASSPATHからアクセス可能であるかどうかを
チェックします。

IFS-21008  iFSサービスに接続できません。サービスに接続できません。サービスに接続できません。サービスに接続できません。

原因原因原因原因 :  ProductShortNameセッションの確立に失敗しました。通
常、これは指定された資格証明（名前 /パスワードの組合せ）
が不正であることが原因です。この場合、このエラーにはエ
ラー 10170がカプセル化されています。他のすべての認証エ
ラーの場合は（発生はまれですが）、エラー 10150がカプセル
化されています。

可能な措置可能な措置可能な措置可能な措置 : ログイン・エラーの原因が無効な資格証明の場合は、有効な資
格証明を再入力して ProductShortNameセッションを確立し
ます。

IFS-30002 新規ライブラリ・オブジェクト新規ライブラリ・オブジェクト新規ライブラリ・オブジェクト新規ライブラリ・オブジェクトをををを作成できません。作成できません。作成できません。作成できません。

原因原因原因原因 : 新規 ProductShortNameオブジェクトの作成に失敗しまし
た。このエラーの実際の原因は、この例外にカプセル化された
例外に記述されます。 たとえば、新規オブジェクトの作成時に
一意制約に違反した場合、 上位の例外は 30002で、そこに例
外 30010: 「属性は一意（{0}）になりません。」がカプセル化さ
れています。

可能な措置可能な措置可能な措置可能な措置 : オブジェクト作成エラーの原因を調べ、対処措置を実行してか
ら再試行します。

表表表表 A-1 一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ（続き）（続き）（続き）（続き）
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IFS-34611  バージョン・シリーズの予約中にエラーが発生しました。バージョン・シリーズの予約中にエラーが発生しました。バージョン・シリーズの予約中にエラーが発生しました。バージョン・シリーズの予約中にエラーが発生しました。

原因原因原因原因 : バージョニング対象の PublicObjectに対応付けられている
VersionSeriesオブジェクトの予約など、バージョニング対象
の PublicObjectのチェックアウト中にエラーが発生しました。
このエラーの原因には、次のように様々な条件が考えられ、ほ
とんどの場合はカプセル化されている例外を検査することで記
述されます。 たとえば、他のユーザーがすでにを予約している
場合、カプセル化される例外は 34602: 「許可されない操作で
す。バージョン・シリーズは予約されています。」です。

可能な措置可能な措置可能な措置可能な措置 : 1. VersionSeriesが他のユーザーにより予約またはロックされ
ていないかどうかを確認します。

2. Familyが他のユーザーによりロックされていないかどうか
を確認します。

3. VersionSeriesの 終バージョンが他のユーザーによりロッ

クされていないかどうかを確認します。

4. 現行のユーザーがターゲット VersionSeriesに対して権限
AddVersionを持っているかどうかを確認します。

IFS-46113  そのようなサーバー（そのようなサーバー（そのようなサーバー（そのようなサーバー（{0}）はありません。）はありません。）はありません。）はありません。

原因原因原因原因 : ServerManagerインタフェースの 1つを使用して、名前によ
る ProductShortName Serverの参照を試みましたが、指定さ
れたサーバーは存在しません。このエラーが発生するのは、名
前を正しく指定していない場合、またはこの名前と一致する
サーバーが実行中でない場合です。

可能な措置可能な措置可能な措置可能な措置 : 1. ServerManagerのコマンドライン・インタフェースで list 
serversコマンドを使用するなど、ServerManagerインタ
フェースを使用して、アクティブ・サーバー・リストを再
チェックします。

2. ServerManagerまたはプロトコル・サーバー、あるいはそ
の両方のログをチェックして、指定した名前を持つサーバーが
予期せずに停止していないかどうかを調べます。

表表表表 A-1 一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ（続き）（続き）（続き）（続き）
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IFS-46114
サーバー名サーバー名サーバー名サーバー名 {0}があいまいです。サーバーの識別子を指定しまがあいまいです。サーバーの識別子を指定しまがあいまいです。サーバーの識別子を指定しまがあいまいです。サーバーの識別子を指定しま
すすすす : （（（（{1}））））

原因原因原因原因 : ServerManagerのコマンドライン・インタフェースで名前に
よる ProductShortName Serverの参照を試みましたが、この
名前を持つサーバーが複数存在します。例外テキストにリスト
表示される識別子は、指定された名前を持つサーバーの一意
サーバー識別子です。これらの識別子をサーバー名のかわりに
使用して、サーバー上で操作を実行できます。

可能な措置可能な措置可能な措置可能な措置 : ServerManagerのコマンドライン・インタフェースで、-iオプ
ションを使用してサーバーをリスト表示します。次に、サー
バー名のかわりに識別子を使用して、オリジナルのサーバー要
求を再発行します。

表表表表 A-1 一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ一般的なエラー・メッセージ（続き）（続き）（続き）（続き）
エラー・メッセージ A-7
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