
Oracle8i

JavaServer Pages 開発者ガイドおよびリファレンス

リリース 8.1

2000年 11月

部品番号：J02316-01



Oracle8i JavaServer Pages 開発者ガイドおよびリファレンス ,リリース 8.1

部品番号：J02316-01

原本名：JavaServer Pages Developer's Guide and Reference, Release 8.1.7

原本部品番号：A83726-01

原本著者：Brian Wright

原本協力者：Michael Freedman, Julie Basu, Alex Yiu, Sunil Kunisetty, YaQing Wang, Hal Hildebrand, 
Jasen Minton, Matthieu Devin, Jose Alberto Fernandez, Olga Peschansky, Jerry Schwarz, Clement Lai, 
Shinji Yoshida, Robert Pang, Ralph Gordon, Shiva Prasad, Sharon Malek, Jeremy Lizt, Kuassi Mensah, 
Susan Kraft, Sheryl Maring, Ellen Barnes, Angie Long, Sanjay Singh, Olaf van der Geest

Copyright ©  2000,  Oracle Corporation. All rights reserved. 

Printed in Japan.

制限付権利の説明

プログラム（ソフトウェアおよびドキュメントを含む）の使用、複製または開示は、オラクル社との契
約に記された制約条件に従うものとします。著作権、特許権およびその他の知的財産権に関する法律に
より保護されています。

当プログラムのリバース・エンジニアリング等は禁止されております。

このドキュメントの情報は、予告なしに変更されることがあります。オラクル社は本ドキュメントの無
謬性を保証しません。

* オラクル社とは、Oracle Corporation（米国オラクル）または日本オラクル株式会社（日本オラクル）
を指します。 

危険な用途への使用について

オラクル社製品は、原子力、航空産業、大量輸送、医療あるいはその他の危険が伴うアプリケーション
を用途として開発されておりません。オラクル社製品を上述のようなアプリケーションに使用すること
についての安全確保は、顧客各位の責任と費用により行ってください。万一かかる用途での使用により
クレームや損害が発生いたしましても、日本オラクル株式会社と開発元である Oracle Corporation（米
国オラクル）およびその関連会社は一切責任を負いかねます。 当プログラムを米国国防総省の米国政府
機関に提供する際には、『Restricted Rights』と共に提供してください。この場合次の Noticeが適用され
ます。 

Restricted Rights Notice

Programs delivered subject to the DOD FAR Supplement are "commercial computer software" and use, 
duplication, and disclosure of the Programs, including documentation, shall be subject to the licensing 
restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement. Otherwise, Programs delivered subject to 
the Federal Acquisition Regulations are "restricted computer software" and use, duplication, and 
disclosure of the Programs shall be subject to the restrictions in FAR 52.227-19, Commercial Computer 
Software - Restricted Rights (June, 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 
94065.

このドキュメントに記載されているその他の会社名および製品名は、あくまでその製品および会社を識
別する目的にのみ使用されており、それぞれの所有者の商標または登録商標です。 



目次目次目次目次

はじめにはじめにはじめにはじめに ...........................................................................................................................................................................    ix

対象読者 ......................................................................................................................................................................     x
このマニュアルの構成 ..............................................................................................................................................     x
関連マニュアル ........................................................................................................................................................     xii
その他のリソース ...................................................................................................................................................     xiv
表記規則 ...................................................................................................................................................................     xiv

1 概要概要概要概要

JavaServer Pagesの概要の概要の概要の概要 .......................................................................................................................................    1-2
JSPページの内容 ............................................................................................................................................    1-2

JSPコードとサーブレット・コードの利便性の比較 ................................................................................    1-3

ページ表現とビジネス・ロジックの分離 - JavaBeansのコール ............................................................    1-4

JSPページと代替マークアップ言語 ............................................................................................................    1-5

JSPの実行の実行の実行の実行 ...............................................................................................................................................................    1-6
JSPコンテナの概要 ........................................................................................................................................    1-6

JSPページとオンデマンド変換 ....................................................................................................................    1-6

JSPページの要求 ............................................................................................................................................    1-7

JSP構文要素の概要構文要素の概要構文要素の概要構文要素の概要 ...............................................................................................................................................    1-8
ディレクティブ ...............................................................................................................................................    1-9

スクリプト要素 .............................................................................................................................................    1-11

JSPのオブジェクトと有効範囲 ..................................................................................................................   1-13

JSPのアクションと <jsp: >タグ・セット ................................................................................................    1-16

タグ・ライブラリ .........................................................................................................................................    1-21
i



2 Oracleのののの JSP実装の概要実装の概要実装の概要実装の概要

サーブレット環境間の移植性と機能性サーブレット環境間の移植性と機能性サーブレット環境間の移植性と機能性サーブレット環境間の移植性と機能性 ...............................................................................................................    2-2
OracleJSPの移植性 ........................................................................................................................................    2-2

サーブレット 2.0環境向けの OracleJSPの拡張機能 ................................................................................    2-2

Oracle環境における環境における環境における環境における OracleJSPのサポートのサポートのサポートのサポート .....................................................................................................    2-3

Oracle Servlet Engine（OSE）の概要 .........................................................................................................    2-3

Oracle Internet Application Serverの概要 .................................................................................................    2-4

Apacheにより駆動される Oracle HTTP Serverのロール .......................................................................    2-5

Oracle Web Applicationのデータベース・アクセス方法 .......................................................................    2-7

他の Oracle JSP環境の概要 ..........................................................................................................................    2-8

非非非非 Oracle環境における環境における環境における環境における OracleJSPのサポートのサポートのサポートのサポート ..............................................................................................   2-10

OracleJSPのプログラム拡張機能の概要のプログラム拡張機能の概要のプログラム拡張機能の概要のプログラム拡張機能の概要 .........................................................................................................   2-10
移植可能な OracleJSPの拡張機能の概要 .................................................................................................   2-11

Oracle固有の拡張機能の概要 ....................................................................................................................   2-13

OracleJSPと Oracle PL/SQL Server Pagesの併用 .................................................................................   2-15

OracleJSPのリリースと機能セットの概要のリリースと機能セットの概要のリリースと機能セットの概要のリリースと機能セットの概要 .....................................................................................................   2-16
Oracleプラットフォームで提供される OracleJSPのリリース .............................................................   2-16

リリース 1.0.0.6.xに関する OracleJSPの機能上の注意 .........................................................................   2-17

OracleJSPの実行モデルの実行モデルの実行モデルの実行モデル .....................................................................................................................................   2-18
オンデマンド変換モデル .............................................................................................................................   2-18

Oracle Servlet Engineの事前変換モデル ..................................................................................................   2-18

OracleJSPに対するに対するに対するに対する Oracle JDeveloperのサポートのサポートのサポートのサポート ......................................................................................   2-20

3 基本事項基本事項基本事項基本事項
予備的な考慮事項予備的な考慮事項予備的な考慮事項予備的な考慮事項 ...................................................................................................................................................    3-2
インストールと構成の概要 ...........................................................................................................................    3-2

開発環境と配布環境 .......................................................................................................................................    3-2

クライアント側の考慮事項 ...........................................................................................................................    3-3

アプリケーション・ルート機能とドキュメント・ルート機能アプリケーション・ルート機能とドキュメント・ルート機能アプリケーション・ルート機能とドキュメント・ルート機能アプリケーション・ルート機能とドキュメント・ルート機能 .......................................................................    3-3

サーブレット 2.2環境におけるアプリケーション・ルート ....................................................................    3-3

サーブレット 2.0環境における OracleJSPのアプリケーション・ルート機能 ....................................    3-4

JSPアプリケーションおよびセッションの概要アプリケーションおよびセッションの概要アプリケーションおよびセッションの概要アプリケーションおよびセッションの概要 ...............................................................................................    3-5

一般的な OracleJSPアプリケーションおよびセッションのサポート ...................................................    3-5

JSPのデフォルトのセッション要求 ............................................................................................................    3-5
ii



JSPとサーブレットの相互作用とサーブレットの相互作用とサーブレットの相互作用とサーブレットの相互作用 ...........................................................................................................................    3-6
JSPページからのサーブレットの起動 ........................................................................................................    3-6

JSPページから起動したサーブレットへのデータの受渡し ....................................................................    3-7

サーブレットからの JSPページの起動 .......................................................................................................    3-7

JSPページとサーブレット間でのデータの受渡し ....................................................................................    3-8

JSPとサーブレットの相互作用の例 ............................................................................................................    3-9

JSPのリソース管理のリソース管理のリソース管理のリソース管理 .............................................................................................................................................    3-10
標準的なセッション・リソース管理 — HttpSessionBindingListener .................................................    3-10

リソース管理のための Oracleの拡張機能の概要 ...................................................................................    3-15

JSPのランタイム・エラー処理のランタイム・エラー処理のランタイム・エラー処理のランタイム・エラー処理 .........................................................................................................................   3-16
JSPエラー・ページの使用 ..........................................................................................................................    3-16

JSPエラー・ページの例 ..............................................................................................................................    3-17

データベース・アクセスに関するデータベース・アクセスに関するデータベース・アクセスに関するデータベース・アクセスに関する JSPの初期サンプルの初期サンプルの初期サンプルの初期サンプル ................................................................................    3-19

4 重要な考慮事項重要な考慮事項重要な考慮事項重要な考慮事項

一般的な一般的な一般的な一般的な JSPのプログラミング方法、ヒントおよび注意事項のプログラミング方法、ヒントおよび注意事項のプログラミング方法、ヒントおよび注意事項のプログラミング方法、ヒントおよび注意事項 ......................................................................    4-2
JavaBeansとスクリプトレット ....................................................................................................................    4-2

JSPページにおける Enterprise JavaBeansの使用 .....................................................................................    4-2

JDBCのパフォーマンス強化機能の使用 ....................................................................................................    4-5

静的挿入と動的挿入 .......................................................................................................................................    4-8

JSPタグ・ライブラリの作成と使用を検討する場合 ..............................................................................    4-10

セントラル・チェッカ・ページの使用 .....................................................................................................    4-11

JSPページの大量の静的コンテンツに関する回避策 ..............................................................................    4-12

メソッド変数宣言とメンバー変数宣言 .....................................................................................................    4-13

pageディレクティブの特性 .......................................................................................................................    4-14

JSPの空白保持とバイナリ・データでの使用 ..........................................................................................    4-15

OracleJSPの構成上の重要な問題の構成上の重要な問題の構成上の重要な問題の構成上の重要な問題 .....................................................................................................................    4-18

JSP実行の最適化 ..........................................................................................................................................    4-18

CLASSPATHとクラス・ローダーの問題（非 OSEのみ） ....................................................................    4-19

OracleJSPのランタイムの考慮事項（非のランタイムの考慮事項（非のランタイムの考慮事項（非のランタイムの考慮事項（非 OSEのみ）のみ）のみ）のみ） .....................................................................................   4-22

ページの動的再変換 .....................................................................................................................................   4-22

ページの動的再ロード .................................................................................................................................   4-23

クラスの動的再ロード .................................................................................................................................   4-24
iii



Oracle Servlet Engineに関する考慮事項に関する考慮事項に関する考慮事項に関する考慮事項 ........................................................................................................   4-25
Oracle8i JVMの JVMとサーバー側 JDBC内部ドライバの概要 ..........................................................   4-26

Oracle8i JVMの接続 ....................................................................................................................................   4-26

Oracle Servlet Engineによる JNDIの使用 ..............................................................................................   4-29

OracleJSPのランタイム構成パラメータの等価コード ..........................................................................   4-29

Apache/JServサーブレット環境に関する考慮事項サーブレット環境に関する考慮事項サーブレット環境に関する考慮事項サーブレット環境に関する考慮事項 .......................................................................................   4-30

Oracle Internet Application Serverによる Apache/JServの使用 ........................................................   4-30

Apache/JServにおける動的挿入および転送 ...........................................................................................   4-31

Apache/JServ用のアプリケーション・フレームワーク .......................................................................   4-33

JSPとサーブレットのセッション共有 ......................................................................................................   4-33

ディレクトリ別名の変換 .............................................................................................................................   4-34

5 OracleJSPの拡張機能の拡張機能の拡張機能の拡張機能

移植可能な移植可能な移植可能な移植可能な OracleJSPプログラミング拡張機能プログラミング拡張機能プログラミング拡張機能プログラミング拡張機能 ..............................................................................................    5-2
JMLの拡張データ型 ......................................................................................................................................    5-2

OracleJSPの XMLおよび XSLサポート ....................................................................................................    5-8
Oracle Database-Access JavaBeans ............................................................................................................   5-12

OracleJSPの SQL用タグ・ライブラリ .....................................................................................................   5-22

Oracle固有のプログラミング拡張機能固有のプログラミング拡張機能固有のプログラミング拡張機能固有のプログラミング拡張機能 ............................................................................................................   5-29
OracleJSPのイベント処理 — JspScopeListener ......................................................................................   5-30

OracleJSPによる Oracle SQLJのサポート ...............................................................................................   5-31

サーブレットサーブレットサーブレットサーブレット 2.0に対するに対するに対するに対する OracleJSPのアプリケーションおよびセッションのサポートのアプリケーションおよびセッションのサポートのアプリケーションおよびセッションのサポートのアプリケーションおよびセッションのサポート .....................   5-34
globals.jsaの機能の概要 .............................................................................................................................   5-35

globals.jsaの構文とセマンティックの概要 .............................................................................................   5-37

globals.jsaのイベント・ハンドラ .............................................................................................................   5-39

グローバル宣言およびディレクティブ .....................................................................................................   5-43

6 JSPの変換と配布の変換と配布の変換と配布の変換と配布

OracleJSPトランスレータの機能トランスレータの機能トランスレータの機能トランスレータの機能 .......................................................................................................................    6-2
生成されるコードの機能 ...............................................................................................................................    6-2

生成されるパッケージとクラスの名前（オンデマンド変換） .................................................................    6-4

生成されるファイルと位置（オンデマンド変換） .....................................................................................    6-6

サンプル・ページ実装クラスのソース .......................................................................................................    6-7
iv



Oracle8iへの配布時の機能とロジスティックの概要への配布時の機能とロジスティックの概要への配布時の機能とロジスティックの概要への配布時の機能とロジスティックの概要 ....................................................................................    6-11
Java用のデータベース・スキーマ・オブジェクト ................................................................................    6-12

フロントエンドWebサーバーとしてのOracle HTTP Server ..............................................................    6-14

Oracle Servlet Engineの URL ....................................................................................................................    6-14

Oracle Servlet Engine内の JSPアプリケーション用の静的ファイル ..................................................    6-17

サーバー側変換とクライアント側変換の比較 .........................................................................................    6-18

Oracle8iにホットロードされるクラスの概要 .........................................................................................    6-20

変換と変換と変換と変換と Oracle8iへの配布に使用するツールとコマンドへの配布に使用するツールとコマンドへの配布に使用するツールとコマンドへの配布に使用するツールとコマンド ...............................................................................    6-22
ojspc事前変換ツール ...................................................................................................................................    6-22

loadjavaツールの概要 .................................................................................................................................   6-34

sess_shセッション・シェル・ツールの概要 ...........................................................................................    6-36

サーバー側変換を伴うサーバー側変換を伴うサーバー側変換を伴うサーバー側変換を伴う Oracle8iへの配布への配布への配布への配布 .......................................................................................................   6-38

Oracle8iへの未変換の JSPページのロード（loadjava） ........................................................................    6-38

Oracle8iでの JSPページの変換と公開（セッション・シェルの publishjsp） ....................................    6-39

クライアント側変換を伴うクライアント側変換を伴うクライアント側変換を伴うクライアント側変換を伴う Oracle8iへの配布への配布への配布への配布 ...............................................................................................    6-50
JSPページの事前変換（ojspc） ...................................................................................................................    6-51

Oracle8iへの変換済み JSPページのロード（loadjava） ........................................................................    6-55

Oracle8iでのページ実装クラスのホットロード .....................................................................................   6-58

Oracle8iでの変換済み JSPページの公開（セッション・シェルの publishservlet） .........................    6-59

JSP配布に関するその他の考慮事項配布に関するその他の考慮事項配布に関するその他の考慮事項配布に関するその他の考慮事項 .................................................................................................................    6-62
Oracle Internet Application Serverと Oracle Servlet Engineのドキュメント・ルートの比較 .......    6-63

非 OSE環境向けの事前変換のための ojspcの使用 ................................................................................    6-64

実行なしの一般的な JSP事前変換 .............................................................................................................    6-64

バイナリ・ファイルのみの配布 .................................................................................................................    6-65

WARの配布 ..................................................................................................................................................    6-66

JDeveloperを使用した JSPページの配布 ................................................................................................    6-67

7 JSPのタグ・ライブラリとのタグ・ライブラリとのタグ・ライブラリとのタグ・ライブラリと Oracleのののの JMLタグタグタグタグ
標準タグ・ライブラリのフレームワーク標準タグ・ライブラリのフレームワーク標準タグ・ライブラリのフレームワーク標準タグ・ライブラリのフレームワーク ...........................................................................................................    7-2
カスタム・タグ・ライブラリの実装の概要 ...............................................................................................    7-2

タグ・ハンドラ ...............................................................................................................................................    7-4

スクリプト変数と Tag-Extra-Infoクラス ...................................................................................................    7-7

外部タグ・ハンドラ・インスタンスへのアクセス ...................................................................................    7-9

タグ・ライブラリ記述ファイル .................................................................................................................    7-10
v



タグ・ライブラリ用の web.xmlの使用 ...................................................................................................   7-11

taglibディレクティブ ..................................................................................................................................   7-12

全体の例 : カスタム・タグの定義と使用 ..................................................................................................   7-13

JSPマークアップ言語（マークアップ言語（マークアップ言語（マークアップ言語（JML）のサンプル・タグ・ライブラリの概要）のサンプル・タグ・ライブラリの概要）のサンプル・タグ・ライブラリの概要）のサンプル・タグ・ライブラリの概要 .....................................................   7-18
JMLタグ・ライブラリの原理 ....................................................................................................................   7-19

JMLタグのカテゴリ ....................................................................................................................................   7-19

JMLのタグ・ライブラリ記述ファイルと taglibディレクティブ ........................................................   7-20

JSPマークアップ言語（マークアップ言語（マークアップ言語（マークアップ言語（JML）タグの説明）タグの説明）タグの説明）タグの説明 .....................................................................................................   7-28
構文の表記規則と注意事項 .........................................................................................................................   7-28

Beanバインド・タグの説明 .......................................................................................................................   7-28

ロジックおよびフロー制御タグの説明 .....................................................................................................   7-32

8 OracleJSPのののの NLSサポートサポートサポートサポート

pageディレクティブでのコンテンツ型の設定ディレクティブでのコンテンツ型の設定ディレクティブでのコンテンツ型の設定ディレクティブでのコンテンツ型の設定 .................................................................................................    8-2
コンテンツ型の動的設定コンテンツ型の動的設定コンテンツ型の動的設定コンテンツ型の動的設定 .......................................................................................................................................    8-3
マルチバイト・パラメータのコード化に対するマルチバイト・パラメータのコード化に対するマルチバイト・パラメータのコード化に対するマルチバイト・パラメータのコード化に対する OracleJSPの拡張サポートの拡張サポートの拡張サポートの拡張サポート ..............................................    8-4
非マルチバイト・サーブレット・コンテナのオーバーライドにおける translate_paramsの効果 ..    8-5

translate_params構成パラメータの等価コード .......................................................................................    8-6

translate_paramsに依存する NLSのサンプル .........................................................................................    8-6

translate_paramsに依存しない NLSのサンプル .....................................................................................    8-9

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

基本的なサンプル基本的なサンプル基本的なサンプル基本的なサンプル ...................................................................................................................................................    9-2
helloページ — hellouser.jsp .........................................................................................................................    9-2

usebeanページ — usebean.jsp .....................................................................................................................    9-3

ショッピング・カート・ページ — cart.jsp ................................................................................................    9-4

JDBCのサンプルのサンプルのサンプルのサンプル ...................................................................................................................................................    9-9
単純な問合せ — SimpleQuery.jsp .............................................................................................................   9-10

ユーザー指定の問合せ — JDBCQuery.jsp ................................................................................................   9-11

問合せ Beanを使用した問合せ — UseHtmlQueryBean.jsp ..................................................................   9-13

接続キャッシュ — ConnCache3.jspおよび ConnCache1.jsp ................................................................   9-16

Database-Access JavaBeansのサンプルのサンプルのサンプルのサンプル ..........................................................................................................   9-20
DBBeanを使用するページ — DBBeanDemo.jsp .....................................................................................   9-21

ConnBeanを使用するページ — ConnBeanDemo.jsp ............................................................................   9-22
vi



CursorBeanを使用するページ — CursorBeanDemo.jsp .......................................................................    9-23

ConnCacheBeanを使用するページ — ConnCacheBeanDemo.jsp .......................................................    9-25

カスタム・タグのサンプルカスタム・タグのサンプルカスタム・タグのサンプルカスタム・タグのサンプル .................................................................................................................................   9-27

JMLタグのサンプル — hellouser_jml.jsp ................................................................................................    9-27

他のカスタム・タグ・サンプルのポインタ .............................................................................................    9-29

Oracle固有のプログラミング拡張機能のサンプル固有のプログラミング拡張機能のサンプル固有のプログラミング拡張機能のサンプル固有のプログラミング拡張機能のサンプル ........................................................................................    9-29

JspScopeListenerを使用するページ — scope.jsp ....................................................................................    9-29

XMLの問合せ — XMLQuery.jsp ...............................................................................................................    9-33

SQLJの問合せ — SQLJSelectInto.sqljspおよび SQLJIterator.sqljsp ....................................................   9-34

サーブレットサーブレットサーブレットサーブレット 2.0環境に環境に環境に環境に globals.jsaを使用するサンプルを使用するサンプルを使用するサンプルを使用するサンプル ............................................................................    9-38
アプリケーション・イベント用の globals.jsaの例 — lotto.jsp ............................................................    9-38

アプリケーションおよびセッション・イベント用の globals.jsaの例 — index1.jsp ........................    9-41

グローバル宣言用の globals.jsaの例 — index2.jsp ................................................................................    9-43

A 一般的なインストールと構成一般的なインストールと構成一般的なインストールと構成一般的なインストールと構成

システム要件システム要件システム要件システム要件 ...........................................................................................................................................................   A-2
OracleJSPのインストールとのインストールとのインストールとのインストールとWebサーバーの構成サーバーの構成サーバーの構成サーバーの構成 .........................................................................................   A-3

OracleJSPの必須ファイルとオプション・ファイル ................................................................................   A-3

OracleJSPを実行するWebサーバーおよびサーブレット環境の構成 ..................................................   A-6

OracleJSPの構成の構成の構成の構成 ................................................................................................................................................    A-13

OracleJSPの構成パラメータ（非 OSE） ...................................................................................................    A-13

OracleJSPの構成パラメータ設定 .............................................................................................................    A-23

B 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 JSPの技術的な背景情報の技術的な背景情報の技術的な背景情報の技術的な背景情報

サーブレットの背景情報サーブレットの背景情報サーブレットの背景情報サーブレットの背景情報 .......................................................................................................................................   B-2
サーブレット・テクノロジの概要 ...............................................................................................................   B-2

サーブレット・インタフェース ...................................................................................................................   B-3

サーブレット・コンテナ ...............................................................................................................................   B-3

サーブレット・セッション ...........................................................................................................................   B-4

サーブレット・コンテキスト .......................................................................................................................   B-6

イベント・リスナーを介したアプリケーションのライフ・サイクル管理 ...........................................   B-7

サーブレットの起動 .......................................................................................................................................   B-8

Webアプリケーションの階層アプリケーションの階層アプリケーションの階層アプリケーションの階層 .............................................................................................................................   B-8
標準標準標準標準 JSPインタフェースおよびメソッドインタフェースおよびメソッドインタフェースおよびメソッドインタフェースおよびメソッド .......................................................................................................    B-11
vii



C コンパイル時コンパイル時コンパイル時コンパイル時 JMLタグ・サポートタグ・サポートタグ・サポートタグ・サポート

JMLのコンパイル時とランタイムの考慮事項とロジスティックのコンパイル時とランタイムの考慮事項とロジスティックのコンパイル時とランタイムの考慮事項とロジスティックのコンパイル時とランタイムの考慮事項とロジスティック .................................................................    C-2
コンパイル時とランタイムの全般的な考慮事項 ......................................................................................    C-2

コンパイル時の JMLサポート用の taglibディレクティブ ....................................................................    C-2

JMLコンパイル時コンパイル時コンパイル時コンパイル時 /1.0.0.6.x構文のサポート構文のサポート構文のサポート構文のサポート ....................................................................................................    C-3

JMLの Bean参照と式、コンパイル時実装 ..............................................................................................    C-3

JML式による属性設定 .................................................................................................................................    C-4

JMLコンパイル時コンパイル時コンパイル時コンパイル時 /1.0.0.6.xタグのサポートタグのサポートタグのサポートタグのサポート ....................................................................................................    C-6

JMLタグの概要、1.0.0.6.x/コンパイル時と 1.1.0.0.0/ランタイム .....................................................    C-6

追加の JMLタグの説明、コンパイル時実装 ............................................................................................    C-7

索引索引索引索引
viii



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、Sun Microsystemsが規定している JavaServer Pages（JSP）テクノロ
ジの Oracleによる実装について説明します。 Sunが規定している標準機能と、OracleJSP製
品における Oracle固有の拡張機能について説明します。

注意注意注意注意 : このマニュアルは、Oracle8iリリース 8.1.7に付属の OracleJSPを
対象としています。このリリースの OracleJSPは、OracleJSPリリース
8.1.7または OracleJSPリリース 1.1.0.0.0と呼ばれることがあります。これ
は、Sun Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』の
実装です。 旧バージョンの OracleJSPには、『JavaServer Pages 
Specification, Version 1.0』が実装されていました。
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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、OracleJSPを使用して JavaServer Pagesテクノロジに準拠するWebアプ
リケーションを作成しようとする開発者を対象としています。 すでにWebおよびサーブレッ
ト環境が稼働していることと、次の知識をよく理解していることを前提としています。

� Webテクノロジ全般

� サーブレット・テクノロジ全般（技術的な背景情報の一部については、付録 Bを参照）

� Webサーバーおよびサーブレット環境の構成方法

� HTML

� Java

� Oracle JDBC（JSPアプリケーションが Oracleデータベースにアクセスする場合）

� Oracle SQLJ（JSPデータベース・アプリケーションが SQLJを使用する場合）

このマニュアルは、Oracle JSP拡張機能と、Oracle Servlet Engine（Oracle8i内のWebサー
バーとサーブレットのコンテナ）で JSPページを実行する場合に固有の機能とロジスティッ
クに重点を置いています。 

標準的な JSP 1.1テクノロジと構文に関する概要は、第 1章および他の章に示しますが、詳
しくは説明しません。 標準的な JSP 1.1機能の詳細は、Sun Microsystemsの『JavaServer 
Pages Specification, Version 1.1』または他の該当するリファレンス・ドキュメントを参照し
てください。

JSP 1.1仕様はサーブレット 2.2環境に依存しているため、このマニュアルもサーブレット
2.2環境に重点を置いています。 ただし、OracleJSPは旧バージョンのサーブレット環境用に
特殊機能を備えており、これらの機能はサーブレット 2.0環境、特に Apache/JServに関連
しているため、この点については例外的に説明します。

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
このマニュアルの構成は、次のとおりです。

第 1章「概要」 標準的な JSP 1.1テクノロジについて説明します。 
（詳細なリファレンスではありません。）

第 2章「Oracleの JSP実装の概要」 Oracleおよび非 Oracleの JSP環境における
OracleJSPのサポートと、Oracle JSPの拡張機能およ
び特性について説明します。

第 3章「基本事項」 基本的な JSPプログラミングの考慮事項を説明し、
データベース・アクセスの初期サンプルを示します。
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第 4章「重要な考慮事項」 開発者が注意する必要のあるプログラミングと構成全
般に関する様々な問題点について説明します。 また、
OSEおよび Apache/JServ環境に固有の考慮事項も取
り扱います。

第 5章「OracleJSPの拡張機能」 OracleJSPの拡張機能、つまり、Oracle固有の拡張機
能と他の JSP環境に移植可能な拡張機能について説明
します。

第 6章「JSPの変換と配布」 JSPページを Oracle8iに配布して Oracle Servlet 
Engineで実行するための手順とロジスティックに重
点を置き、一般的な JSPの変換および配布機能と問題
点についても説明します。

第 7章「JSPのタグ・ライブラリと
Oracleの JMLタグ」

カスタム・タグ・ライブラリに関する基本的な JSP 
1.1のフレームワークの概要を説明し、Oracle JMLサ
ンプル・タグ・ライブラリの JSP 1.1（ランタイム）
実装の概要とタグについて説明します。

第 8章「OracleJSPの NLSサポー
ト」

標準と Oracle固有の両方の各国語サポート機能につ
いて説明します。

第 9章「サンプル・アプリケーショ
ン」

標準的な JSPテクノロジと Oracleの拡張機能を対象
とする一連のサンプル・アプリケーションを示しま
す。

付録 A「一般的なインストールと
構成」

OracleJSPの必須ファイルとオプション・ファイル、
Apache/JServや Tomcatのような非 Oracle環境向け
の構成手順およびオンデマンド変換のための
OracleJSP構成パラメータについて説明します。

付録 B「サーブレットおよび JSPの
技術的な背景情報」

サーブレット・テクノロジに関する簡潔な背景情報
と、変換済みページのための標準 JSPインタフェース
について説明します。

付録 C「コンパイル時 JMLタグ・
サポート」

Oracle JMLサンプル・タグ・ライブラリ（JSPリリー
ス 1.1以前でサポート）のコンパイル時実装の概要
と、第 7章に記載されているランタイム実装でサポー
トされないタグについて説明します。
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関連マニュアル関連マニュアル関連マニュアル関連マニュアル
次のドキュメントを参照してください。

� 『Oracle8i Java開発者ガイド』

Oracle8iにおける Javaの基本概念を説明し、サーバー側の構成と機能に関する一般情報
を提供します。 このドキュメントの内容は、特定の製品（JDBC、SQLJまたは EJBなど）
ではなく、Oracle Javaプラットフォーム全体に関するものです。

� 『Oracle8i Oracle Servlet Engine ユーザーズ・ガイド』

Oracle8i内のWebサーバーとサーブレットのコンテナである Oracle Servlet Engineの
使用方法を説明しています。

� 『Oracle8i Java Tools リファレンス』

Oracle8iで使用する、または Oracle8iへのアプリケーションの配布に使用する Java関
連のツールとユーティリティ（Oracle8iセッション・シェルや loadjavaツールなど）
について説明しています。

� 『Oracle8i JDBC 開発者ガイドおよびリファレンス』

JDBC規格（Java Database Connectivity向け）の Oracle実装のプログラム構文と機能
について説明しています。 Oracle JDBCドライバの概要、JDBC 1.22および 2.0の機能の
Oracle実装の詳細、および Oracle JDBC型の拡張機能とパフォーマンス拡張機能の説明
が含まれています。

� 『Oracle8i JPublisherユーザーズ・ガイド』

Oracle JPublisherユーティリティを使用してオブジェクト型や他のユーザー定義型を
Javaのクラスに変換する方法を説明しています。 オブジェクト型、VARRAY型、ネス
トした表の型またはオブジェクト参照型を使用する SQLJまたは JDBCアプリケーショ
ンを開発する場合は、JPublisherでカスタムの Javaクラスを生成して型にマップできま
す。 

� 『Oracle8i SQLJ 開発者ガイドおよびリファレンス』

SQLJを使用して静的な SQL操作を Javaコードに直接埋め込む方法と、SQLJ言語構文
および SQLJトランスレータのオプションと機能について説明しています。 標準的な
SQLJ機能と Oracle固有の SQLJ機能の両方について説明します。

� 『Oracle8i Javaストアド・プロシージャ開発者ガイド』

Javaストアド・プロシージャについて説明しています。Javaストアド・プロシージャ
は、Oracle8iサーバー上で直接実行されるプログラムです。 ストアド・プロシージャ
（ファンクション、プロシージャ、データベース・トリガーおよび SQLメソッド）を使
用すると、Java開発者はビジネス・ロジックをサーバー・レベルで実装し、アプリケー
ションのパフォーマンス、拡張性およびセキュリティを向上できます。
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� 『Oracle8i Enterprise JavaBeans開発者ガイドおよびリファレンス』

Oracle Enterprise JavaBeansの実装と拡張機能について説明しています。

� 『Oracle8i CORBA 開発者ガイド』

Oracleでの CORBAの実装と拡張機能について説明しています。

次のマニュアルは、OracleJSPが組み込まれた Oracle製品に関するものです。 各製品向けの
インストールや構成など、JSP情報が記載されています。

� 『Oracle Application Server JServlet および JSP アプリケーション開発者ガイド』

� Oracle JDeveloperオンライン・ヘルプ、特にトピック「JSPページの作成」

� 『Web-to-go インプリメンテーション・ガイド』

以下のマニュアルも参照してください。

� 『Oracle8iアプリケーション開発者ガイド — XML』

Oracle XML-SQLユーティリティに関する情報を提供しています。 OracleJSPが提供する
XML関連のサポートに関する情報も、一部含まれています。 

� 『Oracle8i アプリケーション開発者ガイド 基礎編』

Oracle8iデータベースの使用とデータベース・アクセス・アプリケーションの作成に関
する基本的な設計の概念とプログラミング機能を紹介しています。 

� 『Oracle8i NLSガイド』

NLS環境変数、キャラクタ・セットおよび地域とロケールの設定情報が含まれていま
す。 また、一般的な NLSの問題、代表的な使用例および OCIと SQLのプログラマを対
象とした NLSの考慮事項を説明しています。

� 『Oracle8i PL/SQL パッケージ・プロシージャ リファレンス』

Oracle8iサーバーの一部として使用可能な PL/SQLパッケージを説明しています。その
一部は、JDBCアプリケーションからのコールに役立ちます。 

� 『PL/SQLユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』

SQLへの Oracleのプロシージャ型言語拡張機能である PL/SQLの概念と機能を説明し
ています。 

� 『Oracle8i SQL リファレンス』

Oracleデータベースで情報管理に使用する SQLコマンドと機能の内容と構文の詳細を
説明しています。 

� 『Oracle8i Net8 管理者ガイド』

Oracle8 Connection Managerと Net8ネットワーク管理の概要を説明しています。
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� 『Oracle8i Advanced Security 管理者ガイド』

Oracle Advanced Security Option（旧称 ANOまたは ASO）の機能を説明しています。

� 『Oracle8i リファレンス・マニュアル』

Oracle8iサーバーに関する一般的な参照情報が記載されています。 

� 『Oracle8i エラー・メッセージ』

Oracle8iサーバーから渡すことができるエラー・メッセージを説明しています。

その他のリソースその他のリソースその他のリソースその他のリソース
次のリソースは、Sun Microsystemsから入手できます。

� JavaServer Pagesに関する JavasoftのWebサイト

http://www.javasoft.com/products/jsp/index.html

� JavaServer Pagesに関する jsp-interestディスカッション・グループ

サブスクライブするには、メッセージ本体に次の行を挿入して
listserv@java.sun.comに電子メールを送信します。

subscribe jsp-interest yourlastname yourfirstname

ただし、投稿された電子メールの 1日分のダイジェストのみを要求することをお薦めし
ます。 そのためには、メッセージ本体に次の行も追加します。

set jsp-interest digest

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。

表記規則表記規則表記規則表記規則 意味意味意味意味

. . . サンプル・コード内の省略記号は、文またはその一部が省
略されていることを示します。 たとえば、通常は他にも文や
コードが表示されている箇所でも、その文やコードが例と
関係ない場合にこの記号が使用されます。

固定幅フォント 標準フォントのテキストに含まれる固定幅フォントは、コ
マンド、オプション名、パラメータ名、Java構文、クラス
名、オブジェクト名、メソッド名、変数名、Javaの型、
Oracleのデータ型、ファイル名およびディレクトリ名を示
します。
xiv                                                                                         



イタリックの固定幅フォント プログラムの文中のイタリックの固定幅フォントは、ユー
ザーが指定する必要のある要素を示します。

[イタリックの固定幅フォント ] プログラムの文中で大カッコで囲まれているイタリックの
固定幅フォントは、ユーザーがオプションで指定できる要
素を示します。

表記規則表記規則表記規則表記規則 意味意味意味意味
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                                                            概
1

概要概要概要概要

この章では、JavaServer Pagesテクノロジの標準的な機能を説明します。 詳細は、Sun 
Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』を参照してください。 

（Oracle固有の OracleJSPの機能の概要は、第 2章「Oracleの JSP実装の概要」を参照して
ください。 付録 B「サーブレットおよび JSPの技術的な背景情報」にも、標準的なサーブ
レットおよび JSPテクノロジに関連する背景情報が記載されています。）

説明するトピックは、次のとおりです。

� JavaServer Pagesの概要

� JSPの実行

� JSP構文要素の概要
要 1-1



JavaServer Pagesの概要
JavaServer Pagesの概要の概要の概要の概要
JavaServer Pagesは、Webアプリケーション（Webサーバー上で実行されるアプリケー
ション）から出力される動的なコンテンツ・ページを手軽に生成する方法として、Sun 
Microsystemsが規定しているテクノロジです。

このテクノロジは Javaサーブレット・テクノロジと密接に連携しており、Javaコードの断
片や外部 Javaコンポーネントのコールを、WebページのHTMLコード（または XMLのよ
うな他のマークアップ・コード）に含めることができます。 JavaServer Pages（JSP）テクノ
ロジは、JavaBeansおよび Enterprise JavaBeans（EJB）のビジネス・ロジックおよび動的機
能のフロントエンドとしても、優れた機能を発揮します。

JSPコードは、Webページでは JavaScriptのような他のWebスクリプト・コードとは異な
ります。 標準の HTMLページに挿入できるものであれば、すべて JSPページにも挿入できま
す。

データベース・アプリケーションの典型的な使用例では、JSPページは JavaBeansや
Enterprise JavaBeansなどのコンポーネントをコールし、Beanは通常は JDBCまたは SQLJ
を介してデータベースに直接または間接的にアクセスします。 

JSPページは、実行前（通常はオンデマンドで、場合によっては事前）に、Javaサーブレッ
トに変換され、HTTP要求を処理して他のサーブレットに似た応答を生成します。 JSPテク
ノロジにより、サーブレットのコーディングが容易になります。

さらに、JSPページはサーブレットと全面的に相互運用可能です。つまり、JSPページと
サーブレットの間では、相互に出力を挿入または転送できます。

JSPページの内容ページの内容ページの内容ページの内容
次の例は、単純な JSPページを示しています。 （この例で使用している JSP構文要素につい
ては、1-8ページの「JSP構文要素の概要」を参照してください）。

<HTML>
<HEAD><TITLE>The Welcome User JSP</TITLE></HEAD>
<BODY>
<% String user=request.getParameter("user"); %>
<H3>Welcome <%= (user==null) ? "" : user %>!</H3>
<P><B> Today is <%= new java.util.Date() %>. Have a nice day! :-)</B></P>
<B>Enter name:</B>
<FORM METHOD=get>
<INPUT TYPE="text" NAME="user" SIZE=15>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit name">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
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JSPページでは、Java要素は前述の例のように <%と %>のタグなどで設定されます。 この例
で、Javaコードの断片は HTTP要求オブジェクトからユーザー名を取得して出力し、現在の
日付を取得します。

この JSPページでは、ユーザーが「Amy」という名前を入力すると次の出力が生成されま
す。

JSPコードとサーブレット・コードの利便性の比較コードとサーブレット・コードの利便性の比較コードとサーブレット・コードの利便性の比較コードとサーブレット・コードの利便性の比較
サーブレットに単純な Javaコードを使用するよりも、JavaコードとHTMLページへの Java
コールを組み合せる方が便利です。 JSP構文には、動的なWebページをコーディングするた
めのショートカットが用意されており、通常は、Java Servletの構文より少数のコードです
みます。 次の例は、サーブレット・コードと JSPコードの比較を示しています。 

サーブレット・コードサーブレット・コードサーブレット・コードサーブレット・コード  

import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import java.io.*;

public class Hello extends HttpServlet
{
   public void doGet(HttpServletRequest rq, HttpServletResponse rsp)
   {
      rsp.setContentType("text/html");
      try {
         PrintWriter out = rsp.getWriter();
         out.println("<HTML>");
         out.println("<HEAD><TITLE>Welcome</TITLE></HEAD>");
         out.println("<BODY>");
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         out.println("<H3>Welcome!</H3>");
         out.println("<P>Today is "+new java.util.Date()+".</P>");
         out.println("</BODY>");
         out.println("</HTML>");
      } catch (IOException ioe)
      {
        // (error processing) 
      }
   }
}

（標準的な HttpServlet抽象クラス、HttpServletRequestインタフェースおよび
HttpServletResponseインタフェースの背景情報については、B-3ページの「サーブレッ
ト・インタフェース」を参照してください。）

JSPコードコードコードコード  

<HTML>
<HEAD><TITLE>Welcome</TITLE></HEAD>
<BODY>
<H3>Welcome!</H3>
<P>Today is <%= new java.util.Date() %>.</P>
</BODY>
</HTML>

サーブレット・コードに比べ JSP構文が単純であることに注意してください。 特に、パッ
ケージのインポートや try...catchブロックなど、Javaのオーバーヘッドが軽減されま
す。

また、JSPトランスレータにより出力される .javaファイル内では、サーブレットのコー
ディングのオーバーヘッドの大部分が自動的に処理されます。たとえば、標準的な
javax.servlet.jsp.HttpJspPageインタフェースが直接または間接的に実装され
（B-11ページの「標準 JSPインタフェースおよびメソッド」を参照）、HTTPセッションを取
得するためのコードが追加されます。

さらに、JSPページの HTMLはサーブレット・コードのように Javaの print文に埋め込まれ
ていないため、HTMLオーサリング・ツールを使用して JSPページを作成できることに注意
してください。

ページ表現とビジネス・ロジックの分離ページ表現とビジネス・ロジックの分離ページ表現とビジネス・ロジックの分離ページ表現とビジネス・ロジックの分離 - JavaBeansのコールのコールのコールのコール
JSPテクノロジにより、静的なページ表現を決定する HTMLコードと、ビジネス・ロジック
を処理して動的コンテンツを表示する Javaコードの間で、開発作業を分離できます。 した
がって、Javaではなく HTMLに精通した表現やレイアウトのスペシャリストと、HTMLで
はなく Javaに精通したコードのスペシャリストの間で、メンテナンス作業を容易に分担で
きます。
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通常の JSPページでは、ほとんどの Javaコードとビジネス・ロジックは、JSPページに断片
として埋め込まれるかわりに、JSPページからコールされる JavaBeansまたは Enterprise 
JavaBeansに埋め込まれます。 

JSPテクノロジでは、JavaBeansクラスのインスタンスの定義と作成のために、次の構文が
用意されています。

<jsp:useBean id="pageBean" class="mybeans.NameBean" scope="page" />

この例では、mybeans.NameBeanクラスのインスタンス pageBeanが作成されます
（scopeパラメータについては後述します）。

ページの後半で、この Beanインスタンスを次の例のように使用できます。

Hello <%= pageBean.getNewName() %> !

（この例では、ユーザー入力を介して発生するように、pageBeanの newName属性に
「Julie」という名前があると、「Hello Julie !」と出力されます。）

ビジネス・ロジックをページ表現から分離することで、ビジネス・ロジックと動的コンテン
ツを担当する Javaのエクスパートと、アプリケーション・ユーザーに表示されるWebペー
ジの静的表現とレイアウトを担当する HTMLのエクスパートの間で、作業を容易に分担で
きます。Javaのエクスパートは、NameBeanクラスのコードを所有してメンテナンスする開
発者で、HTMLのエクスパートは、この JSPページの .jspファイル内でコードを所有して
メンテナンスする開発者です。

JavaBeansインスタンスを宣言する useBeanや、Beanのプロパティにアクセスする
getPropertyおよび setPropertyなど、JavaBeansで使用するタグの詳細は、1-16ペー
ジの「JSPのアクションと <jsp: >タグ・セット」を参照してください。

JSPページと代替マークアップ言語ページと代替マークアップ言語ページと代替マークアップ言語ページと代替マークアップ言語
通常、JavaServer Pagesテクノロジは動的 HTML出力に使用されますが、Sun 
Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』は、他のタイプの構造化され
たテキスト・ベースのドキュメント出力もサポートしています。 JSPトランスレータでは、
JSP要素の外部のテキストは処理されないため、一般にWebページに適したテキストは JSP
ページにも適しています。

JSPページは、HTTP要求から情報を取り、データ・サーバーからの情報に（SQLデータ
ベースの問合せなどを介して）アクセスします。 この情報が組み合されて処理され、動的コ
ンテンツを持つ HTTP応答に適切に組み込まれます。 コンテンツの形式には、HTML、
DHTML、XHTMLまたは XMLなどを使用できます。 

XMLサポートの詳細は、5-8ページの「OracleJSPの XMLおよび XSLサポート」を参照し
てください。
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JSPの実行の実行の実行の実行
この項では、オンデマンド変換（JSPページの初回実行時）、JSPコンテナとサーブレット・
コンテナのロールおよびエラー処理など、JSPの実行方法の概要について説明します。 

JSPコンテナの概要コンテナの概要コンテナの概要コンテナの概要
JSPコンテナは、JSPページを変換、実行および処理し、JSPページに対する要求を配信する
エンティティです。

JSPコンテナの正確な構成は実装ごとに異なりますが、サーブレットまたはその集合で構成
されています。 したがって、JSPコンテナはサーブレット・コンテナにより実行されます。 
（サーブレット・コンテナの概要は、B-3ページの「サーブレット・コンテナ」を参照してく
ださい。）

Webサーバーが Javaで記述されている場合は、JSPコンテナをWebサーバーに取り込むこ
とができます。また、他の方法でコンテナをWebサーバーに関連付けて使用することも可
能です。

JSPページとオンデマンド変換ページとオンデマンド変換ページとオンデマンド変換ページとオンデマンド変換
典型的なオンデマンド変換の使用例では、通常、JSPページは次のステップで実行されます。

1. ユーザーが URLの末尾に .jspファイル名を指定して JSPページを要求します。

2. URLの .jspファイル名拡張子に基づいて、Webサーバーのサーブレット・コンテナ
により JSPコンテナが起動されます。 

3. JSPコンテナにより JSPページの位置が特定され、初めて要求された場合は変換されま
す。 変換処理により、.javaファイル内でサーブレット・コードが生成され、.java
ファイルがコンパイルされて、サーブレットの .classファイルが生成されます。

JSPトランスレータにより生成されたサーブレット・クラスは、
javax.servlet.jsp.HttpJspPageインタフェース（B-11ページの「標準 JSPイン
タフェースおよびメソッド」を参照）を実装するクラス（JSPコンテナから提供される
クラス）がサブクラス化されます。 サーブレット・クラスは、ページ実装クラスと呼ば
れます。 このマニュアルでは、ページ実装クラスのインスタンスを JSPページ・インス
タンスと呼びます。

JSPページからサーブレットへの変換により、javax.servlet.jsp.HttpJspPage
インタフェースの実装やサービス・メソッドのコードの生成など、標準的なサーブレッ

注意注意注意注意 : JSPコンテナという用語は、Sun Microsystemsの『JavaServer 
Pages Specification, Version 1.1』で、旧バージョンの仕様に使用されてい
た JSPエンジンという用語のかわりに使用されています。 この 2つの用語
はシノニムです。
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トのプログラミング・オーバーヘッドが、生成後のサーブレット・コードに自動的に取
り込まれます。

4. JSPコンテナにより、ページ実装クラスのインスタンス化と実行がトリガーされます。

サーブレット（JSPページ・インスタンス）により HTTP要求が処理され、HTTP応答が作
成され、応答がクライアントに渡されます。

JSPページの要求ページの要求ページの要求ページの要求
JSPページは、URLを介して直接要求する方法と、他のWebページやサーブレットを介し
て間接的に要求する方法があります。

JSPページの直接要求ページの直接要求ページの直接要求ページの直接要求
サーブレットや HTMLページの場合と同様に、エンド・ユーザーは URLを指定して JSP
ページを直接要求できます。 たとえば、次のように、Webサーバー上の myappアプリケー
ションのルート・ディレクトリに、HelloWorldという JSPページがあるとします。

myapp/dir1/HelloWorld.jsp

Webサーバーのポート 8080が使用される場合は、次の URLを指定して要求できます。

http://hostname:8080/myapp/dir1/HelloWorld.jsp

（アプリケーションのルート・ディレクトリは、そのアプリケーションのサーブレット・コ
ンテキストに指定します。サーブレット・コンテキストの概要は、B-6ページの「サーブ
レット・コンテキスト」を参照してください。）

エンド・ユーザーが HelloWorld.jspを初めて要求すると、JSPコンテナにより、その
ページの変換と実行の両方がトリガーされます。 2度目以降の要求では、JSPコンテナにより
ページ実行のみがトリガーされ、変換ステップは不要になります。

注意注意注意注意 : 前述のステップは、概要を示しています。 前述したように、各ベン
ダーが JSPコンテナの実装方法を決定していますが、いずれもサーブレッ
トまたはその集合で構成されています。 たとえば、JSPページの位置を特
定するフロントエンド・サーブレット、変換とコンパイルを処理する変換
サーブレット、各ページ実装クラスによりサブクラス化される（変換後の
ページは純粋なサーブレットではなく、サーブレット・コンテナでは直接
実行できないため）ラッパー・サーブレット・クラスなどがあります。 こ
れらの各コンポーネントを実行するには、サーブレット・コンテナが必要
です。 
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JSPページの間接要求ページの間接要求ページの間接要求ページの間接要求
サーブレットと同様に、JSPページも間接的に実行できます。つまり、標準の HTMLページ
からリンクするか、他の JSPページまたはサーブレットから参照できます。 

ある JSPページを別の JSPページの JSP文から起動する場合は、アプリケーションのルート
に対する相対パス（コンテキスト相対パスまたはアプリケーション相対パス）、または起動
するページに対する相対パス（ページ相対パス）を指定できます。 アプリケーション相対パ
スは「/」で始まりますが、ページ相対パスの先頭には「/」を使用しません。 

通常、これらのパスは、URLや HTMLリンクに使用されるパスとは異なるので注意してく
ださい。 前項の例では、HTMLリンクのパスは、次のように直接 URL要求の場合と同じで
す。

<a href="/myapp/dir1/HelloWorld.jsp" /a>

JSP文でのアプリケーション相対パスは、次のようになります。

<jsp:include page="/dir1/HelloWorld.jsp" flush="true" />

同じディレクトリ内の JSPページから HelloWorld.jspを起動するページの相対パスは、
次のようになります。

<jsp:forward page="HelloWorld.jsp" />

（jsp:includeおよび jsp:forward文については、1-16ページの「JSPのアクションと
<jsp: >タグ・セット」を参照してください。）

JSP構文要素の概要構文要素の概要構文要素の概要構文要素の概要
JSP構文の単純な例については、1-2ページの「JSPページの内容」で説明しました。ここで
は、構文のカテゴリとトピックの概要を説明します。

� ディレクティブ。JSPページ全体に関する情報を伝えます。

� スクリプト要素。宣言、式、スクリプトレットおよびコメントなどの Javaコーディング
要素です。

� オブジェクトと有効範囲。JSPオブジェクトを明示的または暗黙的に作成し、JSPページ
またはセッションのどこかなど、指定された有効範囲内でアクセスできます。

� アクション。オブジェクトを作成するか、JSP応答での出力ストリームに影響します
（またはその両方）。

この項では、各カテゴリについて基本構文と例を挙げて説明します。 詳細は、Sun 
Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』を参照してください。
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ディレクティブディレクティブディレクティブディレクティブ
ディレクティブは、JSPページ全体に関する指示を JSPコンテナに提供します。 この情報は、
そのページの変換または実行に使用されます。 基本構文は、次のとおりです。

<%@ directive attribute1="value1" attribute2="value2"... %>

JSP 1.1仕様でサポートされるディレクティブは、次のとおりです。

� page — このディレクティブを使用して、使用するスクリプト言語、拡張するクラス、
インポートするパッケージ、使用するエラー・ページまたは JSPページの出力バッ
ファ・サイズなど、多数のページ依存属性を任意に指定します。 次に例を示します。

<%@ page language="java" import="packages.mypackage" errorPage="boof.jsp" %>

また、JSPページの出力バッファ・サイズを 20KB（デフォルトは 8KB）に設定する場
合は、次のようになります。

<%@ page buffer="20kb" %>

ページをバッファ解除する場合は、次のようになります。

<%@ page buffer="none" %>

� include — このディレクティブを使用して、変換時に JSPページに挿入するテキスト
またはコードを含むリソースを指定します。 そのためには、リソースのパスを JSPペー
ジの URL指定への相対パスとして指定します。

次に例を示します。

<%@ include file="/jsp/userinfopage.jsp" %>

注意注意注意注意 : JSPのディレクティブ、宣言、式およびスクリプトレットの構文に
は、XML互換の代替構文があります。 5-9ページの「XMLの代替構文」を
参照してください。

注意注意注意注意 :

� エラー・ページを使用する JSPページは、バッファ処理する必要があ
ります。 エラー・ページに転送すると、ブラウザに出力されるのでは
なくバッファが消去されます。

� OracleJSPでは、デフォルトの言語設定は javaです。 ただし、プログ
ラミング時には、この値を明示的に設定することをお薦めします。
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includeディレクティブでは、ページ相対ロケーションまたはコンテキスト相対ロ
ケーションを指定できます（関連情報については、1-7ページの「JSPページの要求」を
参照してください）。

� taglib — このディレクティブを使用して、JSPページに使用するカスタム JSPタグの
ライブラリを指定します。 ベンダーは、独自のタグ・セットを使用して JSPの機能を拡
張できます。 このディレクティブは、タグ・ライブラリ記述ファイルのロケーションと、
そのライブラリからのタグの使用を区別する接頭辞を示します。

次に例を示します。

<%@ taglib uri="/oracustomtags" prefix="oracust" %>

ページの後半では、ライブラリ内のタグのいずれかを使用する必要が生じるたびに、
oracust接頭辞を使用します（このライブラリにタグ dbaseAccessが含まれている
とします）。

<oracust:dbaseAccess>
...
</oracust:dbaseAccess>

前述のように、この例では XMLスタイルの開始タグと終了タグの構文を使用していま
す。

JSPのタグ・ライブラリとタグ・ライブラリ記述ファイルの概要は 1-21ページの「タ
グ・ライブラリ」、詳細は第 7章「JSPのタグ・ライブラリと Oracleの JMLタグ」を参
照してください。

注意注意注意注意 :

� includeディレクティブは「静的挿入」と呼ばれ、後述する
jsp:includeアクションに似た性格を持っていますが、要求時では
なく JSP変換時に有効になります。 4-8ページの「静的挿入と動的挿
入」を参照してください。

� includeディレクティブを使用できるのは、同じサーブレット・コン
テキスト内のみです。
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スクリプト要素スクリプト要素スクリプト要素スクリプト要素
JSPのスクリプト要素には、JSPページに表示できる次のカテゴリ Javaコード断片が含まれ
ます。

� 宣言 — JSPページに使用されるメソッドまたはメンバー変数を宣言する文です。

JSP宣言では、メンバー変数またはメソッドを宣言する <%!...%>宣言タグ内で標準の
Java構文が使用されます。 これにより、生成されるサーブレット・コードには対応する
宣言が含まれます。 次に例を示します。

<%! double f1=0.0; %>

この例では、メンバー変数 f1を宣言しています。 JSPトランスレータにより生成される
サーブレット・クラス・コードでは、f1はクラスのトップレベルで宣言されます。 

� 式 — 評価され、該当する場合は文字列値に変換され、ページ上の使用箇所に表示され
る Javaの式です。

JSPの式は、末尾にセミコロンがなく、<%=...%>タグに含まれています。

次に例を示します。

<P><B> Today is <%= new java.util.Date() %>. Have a nice day! </B></P>

� スクリプトレット — Javaコードのうちページのマークアップ言語に混在する部分です。

スクリプトレット、つまりコード・フラグメントは、Javaコードの行の一部または複数
行で構成できます。 たとえば、JSPページの HTMLコード内で使用すると、条件付きの
ブランチやループなどを設定できます。

JSPスクリプトレットは、標準の Java構文を使用して <%...%>スクリプトレット・タ
グで囲まれています。

例 1:

<% if (pageBean.getNewName().equals("")) { %>
   I don't know you.

注意注意注意注意 : メンバー変数とは異なり、メソッド変数は後述のように JSPスク
リプトレット内で宣言されます。

注意注意注意注意 : jsp:setProperty文中など、要求時属性内の JSP式は、文字列
値に変換する必要はありません。
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<% } else { %>
   Hello <%= pageBean.getNewName() %>.
<% } %>

3行の JSPスクリプトレットが 2行の HTMLと混在しています（そのうちの 1行には
JSP式が含まれており、セミコロンを必要としません）。 JSP構文では、HTMLコードを
ifおよび elseブランチ内（スクリプトレットで指定された Javaの大カッコ内）で条
件付きで実行されるコードとして使用できるので注意してください。

前述の例 1では、JavaBeansインスタンス pageBeanの使用を想定しています。

例 2:

<% if (pageBean.getNewName().equals("")) { %>
   I don't know you.
   <% empmgr.unknownemployee();
} else { %>
   Hello <%= pageBean.getNewName() %>.
   <% empmgr.knownemployee(); 
} %>

この例では、さらにスクリプトレットに Javaコードが追加されています。JavaBeansイ
ンスタンス pageBeanの使用と、一部のオブジェクト empgrが以前にインスタンス化
されており、既知の従業員または未知の従業員に対して適切な機能を実行するメソッド
があるものと想定しています。 

� コメント — Javaコードに埋め込まれるコメントと同様に、開発者が JSPコードに埋め込
むコメントです。

コメントは、<%--...--%>タグで囲まれています。 HTMLでのコメントとは異なり、
ユーザーがページ・ソースを表示しても、これらのコメントは表示されません。

注意注意注意注意 : メンバー変数とは異なり、メソッド変数を宣言するには次の例の
ような JSPスクリプトレットを使用します。

<% double f2=0.0; %>

このスクリプトレットは、メソッド変数 f2を宣言しています。 JSPトラン
スレータにより生成されるサーブレット・クラス・コードでは、f2は
サーブレットの serviceメソッド内の変数として宣言されます。

メンバー変数は、前述したように JSP宣言内で宣言されます。 

メソッド変数とメンバー変数の比較については、4-13ページの「メソッド
変数宣言とメンバー変数宣言」を参照してください。
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次に例を示します。

<%-- Execute the following branch if no user name is entered. --%>

JSPのオブジェクトと有効範囲のオブジェクトと有効範囲のオブジェクトと有効範囲のオブジェクトと有効範囲
このマニュアルでは、JSPオブジェクトという用語は、JSPページ内で宣言されるか、JSP
ページからアクセスできる、Javaクラス・インスタンスを指しています。 JSPオブジェクト
には、次の 2種類があります。

� 明示的 — 明示的オブジェクトは、JSPページのコード内で宣言および作成され、選択し
た scope設定に従ってそのページと他のページからアクセスできます。

または :

� 暗黙的 — 暗黙的オブジェクトは、基礎となる JSPメカニズムにより作成され、特定のオ
ブジェクト型の本来の scope設定に従って JSPページ内の Javaスクリプトレットまた
は式からアクセスできます。

有効範囲については、後述の「オブジェクトの有効範囲」を参照してください。

明示的オブジェクト明示的オブジェクト明示的オブジェクト明示的オブジェクト
明示的オブジェクトは、通常は jsp:useBeanアクション文で宣言され作成される
JavaBeansインスタンスです。 jsp:useBean文や他のアクション文の説明は、1-16ページ
の「JSPのアクションと <jsp: >タグ・セット」を参照してください。次にこの文の例を示し
ます。

<jsp:useBean id="pageBean" class="mybeans.NameBean" scope="page" />

この文では、mybeansパッケージ内の NameBeanクラスのインスタンス pageBeanを定義
しています。 scopeパラメータについては、次の「オブジェクトの有効範囲」を参照してく
ださい。

Javaプログラム内で Javaクラス・インスタンスを作成する場合と同様に、Javaスクリプト
レットや宣言内でもオブジェクトを作成できます。

オブジェクトの有効範囲オブジェクトの有効範囲オブジェクトの有効範囲オブジェクトの有効範囲
明示的か暗黙的かに関係なく、JSP内のオブジェクトには特定の有効範囲内でアクセスでき
ます。 jsp:useBeanアクション文で作成される JavaBeansインスタンスなど、明示的オブ
ジェクトの場合は、次の構文で（前述の「明示的オブジェクト」の例と同様に）有効範囲を
明示的に設定できます。

scope="scopevalue"
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次の 4つの有効範囲が考えられます。

� scope="page" — オブジェクトには、作成元の JSPページからのみアクセスできます。

ユーザーが JSPページを実行中にリフレッシュすると、すべての page有効範囲オブ
ジェクトから新規インスタンスが作成されます。

� scope="request" — オブジェクトには、それを作成した JSPページで処理される同じ
HTTP要求を処理する任意の JSPページからアクセスできます。

� scope="session" — オブジェクトには、それを作成した JSPページと同じ HTTPセッ
ションを共有する任意の JSPページからアクセスできます。

� scope="application" — オブジェクトには、それを作成した JSPページと同じWeb
アプリケーション（単一の Java仮想マシン内）で使用される任意の JSPページからア
クセスできます。

暗黙的オブジェクト暗黙的オブジェクト暗黙的オブジェクト暗黙的オブジェクト
JSPテクノロジにより、どの JSPページでも暗黙的オブジェクトのセットが使用可能になり
ます。 これは JSPメカニズムにより自動的に生成され、基礎となるサーブレット環境と相互
作用できる Javaクラス・インスタンスです。 

次の暗黙的オブジェクトを使用できます。 これらのオブジェクトで使用可能なメソッドの詳
細は、次のロケーションにあるクラスとインタフェースの Sun Microsystems Javadocを参照
してください。

http://java.sun.com/products/servlet/2.2/javadoc/index.html

� page

これは、ページの変換時に作成された JSPページ実装クラスのインスタンスです。
pageは、JSPページ内の thisのシノニムです。

� request

これは、HTTP要求を表し、javax.servlet.ServletRequestインタフェースに拡
張される javax.servlet.http.HttpServletRequestインタフェースを実装する
クラスのインスタンスです。

� response

これは、HTTP応答を表し、javax.servlet.ServletResponseインタフェースに
拡張される javax.servlet.http.HttpServletResponseインタフェースを実装す
るクラスのインスタンスです。

特定の要求の responseおよび requestオブジェクトは、相互に対応付けられていま
す。
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� pageContext

これは、JSPページ・インスタンスのすべての page有効範囲オブジェクトの格納とア
クセスのために提供される、JSPページのページ・コンテキストを表します。 
pageContextオブジェクトは、javax.servlet.jsp.PageContextクラスのイン
スタンスです。

pageContextオブジェクトは page有効範囲を持ち、アクセスできるのは対応付けら
れている JSPページ・インスタンスのみです。

� session

これは HTTPセッションを表し、javax.servlet.http.HttpSessionクラスのイ
ンスタンスです。 

� application

これは、Webアプリケーションのサーブレット・コンテキストを表し、
javax.servlet.ServletContextクラスのインスタンスです。 

applicationオブジェクトには、単一 JVM内のアプリケーションのいずれかのイン
スタンスの一部として実行される任意の JSPページ・インスタンスからアクセスできま
す。 （プログラマは、JVMの使用に関してサーバー・アーキテクチャに注意する必要が
あります。 たとえば、Oracle Servlet Engineアーキテクチャでは、各ユーザーは自分の
JVMで実行します。）

� out

これは、JSPページ・インスタンスの出力ストリームにコンテンツを書き込むために使
用されるオブジェクトです。 また、java.io.Writerクラスに拡張される
javax.servlet.jsp.JspWriterクラスのインスタンスです。

outオブジェクトは、特定の要求の responseオブジェクトに対応付けられます。

� config

これは JSPページのサーブレット構成を表し、javax.servlet.ServletConfigイ
ンタフェースを実装するクラスのインスタンスです（通常、サーブレット・コンテナ
は、ServletConfigインスタンスを使用して初期化中にサーブレットに情報を提供し
ます。 この情報の一部は、該当する ServletContextインスタンスです。）

� exception（JSPエラー・ページのみ）

この暗黙的オブジェクトは、JSPエラー・ページにのみ適用されます。JSPエラー・
ページは、他の JSPページからの例外発生時に処理が転送されるページであり、page
ディレクティブの isErrorPage属性を trueに設定する必要があります。

暗黙的 exceptionオブジェクトは、他の JSPページから発生した uncaught例外を表
し、このエラー・ページを起動させる java.lang.Exceptionインスタンスです。

exceptionオブジェクトにアクセスできるのは、例外の発生時に処理が転送された
JSPエラー・ページ・インスタンスからのみです。
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JSPエラー処理と exceptionオブジェクトの使用の例については、3-16ページの「JSP
のランタイム・エラー処理」を参照してください。

暗黙的オブジェクトの使用暗黙的オブジェクトの使用暗黙的オブジェクトの使用暗黙的オブジェクトの使用
前述の暗黙的オブジェクトは、いずれも役立ちます。 次の例では、requestオブジェクトを
使用して HTTP要求から usernameパラメータの値を取得し、表示します。

<H3> Welcome <%= request.getParameter("username") %> ! <H3>

JSPのアクションとのアクションとのアクションとのアクションと <jsp: >タグ・セットタグ・セットタグ・セットタグ・セット
JSPアクション要素により、JSPページの実行中にある種のアクションが発生します。たと
えば、Javaオブジェクトがインスタンス化されたり、そのページで使用可能になります。 こ
れには次のようなアクションが含まれます。

� JavaBeansインスタンスの作成とそのプロパティへのアクセス

� 他の HTMLページ、JSPページまたはサーブレットへの実行の転送

� JSPページへの外部リソースの挿入

アクション要素には、<jsp:構文で始まる標準 JSPタグ・セットが使用されます。 JSPペー
ジをコーディングするには、前述の <%構文で始まるタグで十分ですが、<jsp:タグには他
にも機能があって役立ちます。

また、アクション要素には XML文と同じ構文が使用され、次の例のように同様の「開始」
タグと「終了」タグが使用されます。

<jsp:sampletag attr1="value1" attr2="value2" ... attrN="valueN">
...body...
</jsp:sampletag>

また、本体がない場合、アクション文は次のように空のタグで終了します。

<jsp:sampletag attr1="value1", ..., attrN="valueN" />

JSP仕様には次の標準アクション・タグが含まれています。ここでは、各タグを簡単に説明
します。

� jsp:useBean

jsp:useBeanアクションでは、指定した JavaBeansクラスのインスタンスが作成され、
指定した名前が与えられ、アクセス可能な有効範囲（現行の JSPページ・インスタンス
内の任意の場所など）が定義されます。 

次に例を示します。

<jsp:useBean id="pageBean" class="mybeans.NameBean" scope="page" />
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この例では、mybeans.NameBeanクラスの page有効範囲を持つインスタンス
pageBeanが作成されます。このインスタンスにアクセスできるのは、それを作成した
JSPページ・インスタンスのみです。

� jsp:setProperty

jsp:setPropertyアクションでは、1つ以上の Beanプロパティが設定されます。 
（Beanは、useBeanアクションで事前に指定する必要があります。） 特定のプロパティ
の値を直接指定する方法、対応する HTTP要求のパラメータから取り込む方法、HTTP
要求のパラメータから一連のプロパティと値を反復する方法があります。 

次の例では、pageBeanインスタンス（前述の useBeanの例で定義）の userプロパ
ティを値「Smith」に設定しています。

<jsp:setProperty name="pageBean" property="user" value="Smith" />

次の例では、pageBeanインスタンスの userプロパティを、HTTP要求内のパラメー
タ usernameの設定値に従って設定しています。

<jsp:setProperty name="pageBean" property="user" param="username" />

また、Beanのプロパティと要求パラメータが同じ名前（user）の場合は、単にプロパ
ティを次のように設定できます。

<jsp:setProperty name="pageBean" property="user" />

次の例では、HTTP要求パラメータが反復され、Beanのプロパティ名が要求のパラメー
タ名と照合され、Beanのプロパティ値が対応する要求のパラメータ値に従って設定さ
れます。

<jsp:setProperty name="pageBean" property="*" />

� jsp:getProperty

jsp:getPropertyアクションでは、Beanのプロパティ値が読み込まれ、Java文字列
に変換され、文字列値が出力として表示できるように暗黙的な outオブジェクトに置か
れます。 （Beanは、jsp:useBeanアクションで事前に指定する必要があります。） 文字
列変換の場合、プリミティブ型は直接変換され、オブジェクト型は
java.lang.Objectクラスで指定した toString()メソッドを使用して変換されま
す。

次の例では、pageBean Beanの userプロパティの値を outオブジェクトに置いてい
ます。

<jsp:getProperty name="pageBean" property="user" />

� jsp:param

jsp:paramアクションは、jsp:include、jsp:forwardまたは jsp:pluginアク
ション（後述）とともに使用できます。 
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jsp:forwardおよび jsp:include文の場合、jsp:paramアクションでは必要に応
じて HTTP要求オブジェクト内のパラメータ値にキーおよび値のペアが提供されます。 
このアクションで指定した新規のパラメータと値は要求オブジェクトに追加され、新し
い値が古い値より優先されます。

次の例では、要求オブジェクトのパラメータ usernameを Smithの値に設定していま
す。

<jsp:param name="username" value="Smith" />

� jsp:include

jsp:includeアクションでは、ページが表示されているときの要求時に、追加の静的
または動的リソースがページに挿入されます。 リソースの指定には、相対 URL（ページ
相対またはアプリケーション相対）を使用します。

Sun Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』により、
jsp:includeアクションの実行時にバッファがブラウザにフラッシュされるように、
flushを trueに設定する必要があります。 （flush属性は必須ですが、falseの設
定は現時点では無効です。）

また、2番目の例のように、アクション本体に jsp:param設定を使用することもでき
ます。

次に例を示します。

<jsp:include page="/templates/userinfopage.jsp" flush="true" />

または :

<jsp:include page="/templates/userinfopage.jsp" flush="true" >
   <jsp:param name="username" value="Smith" />
   <jsp:param name="userempno" value="9876" />
</jsp:include>

次の構文は、前述の例の代替として機能することに注意してください。

<jsp:include page="/templates/userinfopage.jsp?username=Smith&userempno=9876" flush="true" />

注意注意注意注意 : jsp:paramタグは、JSP 1.0仕様での jsp:includeまたは
jsp:forwardについてはサポートされません。
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� jsp:forward

jsp:forwardアクションでは、カレント・ページの実行が効率的に終了し、その出力
が破棄され、HTMLページ、JSPページまたはサーブレットなどの新規ページがディス
パッチされます。

jsp:forwardアクションを使用するには、JSPページをバッファリングする必要があ
ります（buffer="none"には設定できません）。 このアクションによりバッファが消去
されます（コンテンツはブラウザに出力されません）。

jsp:includeと同様に、2番目の例のようにアクション本体に jsp:param設定を使
用することもできます。

次に例を示します。

<jsp:forward page="/templates/userinfopage.jsp" />

または :

<jsp:forward page="/templates/userinfopage.jsp" >
   <jsp:param name="username" value="Smith" />
   <jsp:param name="userempno" value="9876" />
</jsp:forward>

注意注意注意注意 :

� jsp:includeアクションは「動的挿入」と呼ばれ、前述の include
ディレクティブに性質が似ていますが、変換時ではなく要求時に有効
になります。 4-8ページの「静的挿入と動的挿入」を参照してくださ
い。

� jsp:includeアクションを使用できるのは、同じサーブレット・コ
ンテキスト内のみです。
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� jsp:plugin

jsp:pluginアクションでは、必要に応じて Javaプラグイン・ソフトウェアがダウン
ロードされてから、指定したアプレットまたは JavaBeansがクライアント・ブラウザで
実行されます。

jsp:plugin属性を使用して、実行するアプレットやコードベースなどの構成情報を指
定します。 JSPコンテナからダウンロード用のデフォルト URLが提供される場合があり
ますが、属性 nspluginurl="url"（Netscapeブラウザ用）または
iepluginurl="url"（Internet Explorerブラウザ用）を指定することもできます。

アプレットまたは JavaBeansのパラメータを指定するには、開始タグ <jsp:params>
と終了タグ </jsp:params>の間でネストした jsp:paramアクションを使用します。 
（jsp:includeまたは jsp:forwardアクションに jsp:paramを使用する場合には、
これらの jsp:params開始および終了タグは不要なので注意してください。） 

pluginを実行できない場合に実行する代替テキストを区切るには、開始タグ
<jsp:fallback>と終了タグ </jsp:fallback>を使用します。

次の例は Sun Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』から抜粋
したもので、アプレット・プラグインの使用方法を示しています。

<jsp:plugin type=applet code="Molecule.class" codebase="/html" >
   <jsp:params>
      <jsp:param name="molecule" value="molecules/benzene.mol" />
   </jsp:params>
   <jsp:fallback>
      <p> Unable to start the plugin. </p>
   </jsp:fallback>
</jsp:plugin>

その他、jsp:pluginアクション文には、ARCHIVE、HEIGHT、NAME、TITLEおよび
WIDTHなど、多数のパラメータを使用できます。 これらのパラメータの使用は、一般の
HTML仕様に準拠しています。

注意注意注意注意 :

� この jsp:forwardの例と前述の jsp:includeの例の違いは、
jsp:includeの例では userinfopage.jspがカレント・ページの
出力に挿入されるのに対して、jsp:forwardの例ではカレント・
ページの実行が中止され、かわりに userinfopage.jspが表示され
ることです。

� jsp:forwardアクションを使用できるのは、同じサーブレット・コ
ンテキスト内のみです。
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タグ・ライブラリタグ・ライブラリタグ・ライブラリタグ・ライブラリ
前述した標準 JSPタグの他に、JSP仕様ではベンダーが独自のタグ・ライブラリを定義でき
ます。また、ベンダーは、顧客が独自のタグ・ライブラリを定義できるようにフレームワー
クを実装できます。 

タグ・ライブラリではカスタム・タグのコレクションが定義されており、JSPのサブ言語と
見なすことができます。 開発者は、JSPページを手動でコーディングするときにタグ・ライ
ブラリを直接使用できますが、Java開発ツールでも自動的に使用される場合があります。 タ
グ・ライブラリは、様々な JSPコンテナ実装間で移植可能である必要があります。

1-9ページの「ディレクティブ」で紹介した taglibディレクティブを使用して、タグ・ラ
イブラリを JSPページにインポートします。

JSPタグ・ライブラリに対する標準的な JavaServer Pagesサポートの主要概念には、次のト
ピックが含まれています。

� タグ・ハンドラ

タグ・ハンドラでは、カスタム・タグの使用によって生じるアクションのセマンティッ
クが記述されます。 タグ・ハンドラは、標準 javax.servlet.jsp.tagextパッケー
ジ内で Tagまたは BodyTagインタフェースを実装する Javaクラスのインスタンスで
す（どちらを実装するかは、開始タグと終了タグの間に本体を使用するかどうかによっ
て決まります）。

� スクリプト変数

カスタム・タグ・アクションでは、タグ自体またはスクリプトレットのような他のスク
リプト要素に使用可能なサーバー側のオブジェクトを作成できます。 そのためには、ス
クリプト変数を作成または更新します。

カスタム・タグで定義するスクリプト変数の詳細は、標準の
javax.servlet.jsp.tagext.TagExtraInfo抽象クラスのサブクラスで指定する
必要があります。 このドキュメントでは、このようなサブクラスを Tag-Extra-Infoクラ
スと呼びます。 JSPコンテナでは、このクラスのインスタンスが変換中に使用されます。 

� タグ・ライブラリ記述ファイル

タグ・ライブラリ記述（TLD）ファイルは、タグ・ライブラリとライブラリ内の個々の
タグに関する情報を含む XMLドキュメントです。 TLDのファイル名には、.tld拡張
子が付いています。

JSPコンテナでは、TLDファイルを使用して、ライブラリからのタグが発生したときに
実行するアクションが決定されます。 

� タグ・ライブラリ用の web.xmlの使用 

Sun Microsystemsの『Java Servlet Specification, Version 2.2』には、サーブレット用の
標準ディプロイメント・ディスクリプタ、web.xmlファイルが記述されています。JSP
アプリケーションは、このファイルを使用して、JSPタグ・ライブラリ記述ファイルの
ロケーションを指定できます。
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JSPタグ・ライブラリの場合、web.xmlファイルには taglib要素と taglib-uriお
よび taglib-locationという 2つの副要素を挿入できます。

これらのトピックの詳細は、7-2ページの「標準タグ・ライブラリのフレームワーク」を参
照してください。

OracleJSPで提供されるサンプル・タグ・ライブラリの詳細は、7-18ページの「JSPマーク
アップ言語（JML）のサンプル・タグ・ライブラリの概要」を参照してください。

詳細は、Sun Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』を参照してくだ
さい。
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                                                            Oracleの JSP実装の
2

Oracleのののの JSP実装の概要実装の概要実装の概要実装の概要

Oracle8iリリース 8.1.7（OracleJSP 1.1.0.0.0）では、JavaServer Pagesの Oracle実装は Sun 
Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』の全面的な実装です。 

この章では、OracleJSPの機能と、様々な環境、特に Oracle Servlet Engine（OSE）での
OracleJSPのサポートについて説明します。 OSEは、Oracle8i JVMで提供されるWebサー
バー（正確にはサーブレット・コンテナ）です。

標準の JavaServer Pages機能の概要は、第 1章「概要」を参照してください。

説明するトピックは、次のとおりです。

� サーブレット環境間の移植性と機能性

� Oracle環境における OracleJSPのサポート

� 非 Oracle環境における OracleJSPのサポート

� OracleJSPのプログラム拡張機能の概要

� OracleJSPのリリースと機能セットの概要

� OracleJSPの実行モデル

� OracleJSPに対する Oracle JDeveloperのサポート
概要 2-1



サーブレット環境間の移植性と機能性
サーブレット環境間の移植性と機能性サーブレット環境間の移植性と機能性サーブレット環境間の移植性と機能性サーブレット環境間の移植性と機能性
Oracleの JavaServer Pages実装は、サーバー・プラットフォームやサーブレット環境間での
高度な移植性を備えています。 また、サーブレット・コンテキストの動作が十分に定義され
ていなかった従来のサーブレット環境における、Webアプリケーションのフレームワークも
提供します。

OracleJSPの移植性の移植性の移植性の移植性
OracleJSPは、Sun Microsystemsの Javaサーブレット仕様バージョン 2.0以上に準拠する、
すべてのサーブレット環境で実行できます。 これに対して、ほとんどの JSP実装には、サー
ブレット 2.1（b）以上の実装が必要です。次の項で説明しますが、OracleJSPは、従来の
サーブレット環境にはなかったサーブレット機能に相当する機能性を備えています。

さらに、OracleJSPコンテナはサーバー環境とそのサーブレット実装から独立しています。 
これは、自社の JSP実装を、スタンドアロン製品としてではなくサーブレット実装の一部と
して出荷するベンダーとは対照的です。 

この移植性により、サーバーまたはサーブレット・プラットフォームの制限事項のために、
開発システム上で様々な JSP実装を使用する必要はなく、OracleJSPは開発環境でもター
ゲット環境でも容易に実行できます。 通常、ターゲット・サーバーと同じ JSPコンテナを持
つシステム上で開発すると利点が得られますが、現実には環境間になんらかの相違があるの
が普通です。

サーブレットサーブレットサーブレットサーブレット 2.0環境向けの環境向けの環境向けの環境向けの OracleJSPの拡張機能の拡張機能の拡張機能の拡張機能
サーブレットの仕様と JSPの機能性の相互依存性により、Sun Microsystemsは JavaServer 
Pages仕様のバージョンを Javaサーブレット仕様のバージョンと連動させています。 Sun 
Microsystemsによれば、JSP 1.0にはサーブレット 2.1（b）の実装、JSP 1.1にはサーブレッ
ト 2.2の実装が必要です。 

サーブレット 2.0仕様には、サーブレット・コンテキストがアプリケーションごとに提供さ
れるのではなく、Java仮想マシンごとに 1つしか提供されないという制限事項がありまし
た。 サーブレット 2.1仕様では、アプリケーションごとに別個のサーブレット・コンテキス
トが可能になりましたが、必須ではありませんでした。 サーブレット 2.1（b）とサーブレッ
ト 2.2の仕様では、別個のサーブレット・コンテキストが必須となっています。 （サーブ
レットとサーブレット・コンテキストの背景情報は、B-2ページの「サーブレットの背景情
報」を参照してください。）

ただし、OracleJSPコンテナは、サーブレット 2.1（b）仕様で提供されたアプリケーショ
ン・サポートをエミュレートする機能性を備えています。 これにより、Apache/JServなどの
サーブレット 2.0環境に十分なアプリケーション・フレームワークが得られます。 これには、
個別の ServletContextおよび HttpSessionオブジェクトを持つアプリケーションの提
供が含まれます。

この拡張サポートはファイル globals.jsaを介して提供され、このファイルは JSPアプリ
ケーション・マーカー、アプリケーションおよびセッション・イベント・ハンドラ、および
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アプリケーションのグローバル宣言とディレクティブの一元的ロケーションとして機能しま
す。 （詳細は、5-35ページの「globals.jsaの機能の概要」を参照してください。）

この拡張された機能性により、OracleJSPは基礎となるサーブレット環境の制限を受けませ
ん。 

Oracle環境における環境における環境における環境における OracleJSPのサポートのサポートのサポートのサポート
ここでは、OracleJSPをサポートおよび提供する Oracle環境の概要について、次の各トピッ
クで説明します。

� Oracle Servlet Engine（OSE）の概要

� Oracle Internet Application Serverの概要

� Apacheにより駆動される Oracle HTTP Serverのロール

� Oracle Web Applicationのデータベース・アクセス方法

� 他の Oracle JSP環境の概要

Oracle Servlet Engine（OSE）は、Oracle8iデータベース内で実行されるWebサーバーおよ
びサーブレットのコンテナであり、JSPの事前変換モデルをサポートします。 JSPページは、
データベースへの配布前または配布中にサーブレットに変換され、その後はデータベースの
アドレス空間で実行されます。

他の Oracle環境では、OracleJSPコンテナは代表的なオンデマンド変換モデルをサポート
し、通常はページを実行時に変換します。 OracleJSPは、選択したサーバーに関係なく、ど
の状況でも効率的に動作して一貫したセマンティクスを提供するように設計されています。 

Oracle Servlet Engine（（（（OSE）の概要）の概要）の概要）の概要
JSPページから Oracle8iデータベースへのアクセスを意図している場合は、JSPページを
データベース内で直接実行できます。Oracle8i JVMに組み込まれている Oracle Servlet 
Engine（OSE）により、OracleJSPコンテナが取り込まれます。 このため、中間層の JSP実行
に比べて通信オーバーヘッドが削減されます。 データベースへのアクセスには、Oracle JDBC
のサーバー側内部ドライバが使用されます。

OSE実行モデルでは、開発者はなんらかの特殊なステップに従って JSPページを Oracle8i
データベースに配布する必要があります。 このステップには、ページの変換、サーバーへの
ロードおよび実行を可能にするための「公開」が含まれます。 

Oracle8iリリース 8.1.7のインストール中に、Apacheにより駆動される Oracle HTTP Server
がデフォルトのWebサーバーとして設定され、OSEで実行される JSPおよびサーブレッ
ト・アプリケーションのフロントエンドとして機能します。 この設定の変更が必要な場合は、
インストール手順を参照してください。

Oracle Servlet Engineリリース 8.1.7は、サーブレット 2.2および JSP 1.1仕様をサポートし
ており、OracleJSPリリース 8.1.7（1.1.0.0.0）を取り込んでいます。
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Oracle Internet Application Serverの概要の概要の概要の概要
Oracle Internet Application Serverは、スケーラブルでセキュリティ機能を備えた中間層の
アプリケーション・サーバーです。 Webコンテンツの配信、Webアプリケーションのホスト
処理、バック・オフィス・アプリケーションへの接続および、これらのサービスにどのクラ
イアント・ブラウザからもアクセスできるようにする処理に使用できます。 ユーザーは、イ
ンターネット、社内イントラネットまたはエクストラネット上で情報にアクセスし、ビジネ
ス分析を実行して、ビジネス・アプリケーションを実行できます。

この範囲のコンテンツとサービスを配信するために、Oracle Internet Application Serverリ
リース 1.0.xは、Oracle HTTP Serverリリース 1.0.0（Apacheにより駆動）、中間層における
データベース・キャッシュとアプリケーションのための iCache、Oracle Formsベースのア
プリケーションとレポート生成をサポートする Oracle Forms Servicesと Oracle Reports 
Services、および Enterprise JavaBeans、ストアド・プロシージャ、Oracle Business 
Components for Javaをサポートする各種ビジネス・ロジック・ランタイム環境を取り込み
ます。

データベースへのアクセス用に、Oracle HTTP Serverは HTTP要求を次の使用例のどちらか
で実行されているサーブレットまたは JSPページにルーティングできます。

� Oracle8iで直接（ルーティングは Apacheの mod_oseモジュールを経由）

この使用例では、データベース・アクセスはサーバー側 JDBC内部ドライバ（JDBCま
たは SQLJコードを使用）を経由します。

� Apache/JServ環境で（ルーティングは Apacheの mod_jservモジュールを経由）

この使用例では、データベース・アクセスはクライアント側 /中間層の JDBCドライバ
（JDBCまたは SQLJコードを使用）を経由します。

Oracle Internet Application Serverリリース 1.0.xは、サーブレットおよび JSP環境を次のよ
うに提供します。

� リリース 1.0.0と 1.0.1には、サーブレット 2.0仕様をサポートするApache/JServサーブ
レット環境が組み込まれています。

� リリース 1.0.0には、JSP 1.0仕様をサポートする OracleJSPリリース 1.0.0.6.1が組み込ま
れています。 

� リリース 1.0.1には、JSP 1.1仕様をサポートする OracleJSPリリース 1.1.0.0.0が組み込ま
れています。
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Apacheにより駆動されるにより駆動されるにより駆動されるにより駆動される Oracle HTTP Serverのロールのロールのロールのロール
Oracle Internet Application Serverリリース 1.0.xと Oracle8iリリース 8.1.7には、Apache 
Webサーバーで駆動される Oracle HTTP Serverリリース 1.0.0が、Oracle8i データベースに
アクセスするWebアプリケーションのHTTPエントリ・ポイントとして組み込まれていま
す。 

Oracle HTTP Serverを使用すると、データベースの内外で実行されるアプリケーションから
Oracle8iにアクセスできます。 Oracle HTTP Serverは、適切な Apacheアドオン・モジュー
ルを介してデータベースにアクセスします。

以降は、次のトピックについて説明します。

� Apacheのmodの使用

� mod_oseの詳細

� mod_jservの詳細

Apacheのののの modの使用の使用の使用の使用
Apacheにより駆動される Oracle HTTP Serverを使用すると、動的コンテンツは Apacheや
オラクル社のような他のベンダーから提供される各種の Apache modコンポーネントを介し
て配信されます。 （通常、静的コンテンツはファイル・システムから配信されます。） 
Apacheのmodは通常は Cコードのモジュールで、Apacheアドレス空間で実行され、特定

注意注意注意注意 : Oracle Internet Application Serverの今後のリリースでは、
Apache/JServ環境が代替サーブレット環境に置き換えられる可能性があ
ります。

注意注意注意注意 :

� Oracle Servlet Engine自体はWebサーバーとして機能できますが、特
に静的 HTMLを使用するアプリケーションの場合は、Oracle HTTP 
Serverとともにサーブレット・コンテナとして使用することをお薦め
します。 mod_oseモジュールにより、Oracle HTTP Serverを介して
OSEにアクセスできます。

� Oracle Internet Application Serverのフレームワークでは、Oracle 
HTTP Serverを使用して Oracle iCache（キャッシュされた読取り専
用データ用）またはバックエンドの Oracle8iデータベースにアクセス
できます。 ただし、Oracle Internet Application Serverリリース 1.0.0
および 1.0.1の場合、このリリースの iCacheには Oracle Servlet 
Engineが組み込まれていないため、mod_ose/OSEの使用例は該当し
ません。
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のmod固有のプロセッサに要求を渡します。 （modソフトウェアは、特定のプロセッサ専
用に記述されます。）

OracleJSP開発者にとって重要な Apache modは、次のとおりです。

� mod_oseは、Oracle8iデータベースに配布された JSPページおよびサーブレット用にオ
ラクル社から提供され、データベースのアドレス空間で Oracle Servlet Engineにより実
行されます。 

� mod_jservは Apacheから提供され、中間層 JVMの Apache/JServサーブレット環境で
実行される JSPページまたはサーブレットから Oracle8iデータベースへのアクセスに使
用できます。

mod_oseの詳細の詳細の詳細の詳細
オラクル社が提供する mod_oseコンポーネントは、HTTP要求を OSEで実行される JSP
ページまたはサーブレットに委譲します。 Net8プロトコル経由で HTTPを使用して OSEと
通信し、ステートレス要求またはステートフル要求を処理できます。 Oracle HTTP Server内
で構成されている各仮想ドメインは、要求を実行するための接続先を示すデータベース接続
文字列（Net8の名前 -値リスト）に対応付けられています。 この接続では Net8が直接使用
され、OCIと同じロード・バランシングおよびホット・バックアップ機能を提供します。

Oracle Internet Application Serverフレームワーク内で実行されるアプリケーションで
mod_oseが使用される場合、Oracle Internet Application Serverの Apache/JServサーブ
レット 2.0環境は関与しません。 かわりに、Oracle Servlet Engine自体のサーブレット 2.2環
境が使用されます。

OSE内で実行される JSPアプリケーションおよびサーブレットでは、高速データベース・ア
クセスのために Oracle JDBCのサーバー側内部ドライバが使用されます。 OSEの概要は、2-3
ページの「Oracle Servlet Engine（OSE）の概要」を参照してください。

Oracle8i JVMのセッション・シェルの exportwebdomainコマンドを使用すると、データ
ベース内で公開されているサーブレットと JSPページを検索するように mod_oseを構成で
きます。

mod_oseの詳細と exportwebdomainコマンドについては、『Oracle8i Oracle Servlet 
Engine ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

mod_jservの詳細の詳細の詳細の詳細
Apacheが提供する mod_jservコンポーネントは、HTTP要求を中間層 JVM内の
Apache/JServサーブレット・コンテナ内で実行される JSPページまたはサーブレットに委
譲します。 Oracle Internet Application Serverリリース 1.0.xには、サーブレット 2.0仕様を

注意注意注意注意 : 他の多数の Apache「mod」コンポーネントが Apache環境用に用
意されています。これらは、Apacheから汎用として提供されるか、オラ
クル社から Oracle固有の用途にあわせて提供されますが、JSPアプリケー
ションには関係しません。
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サポートする Apache/JServサーブレット・コンテナと、JDK 1.1.8または 1.2.2が組み込ま
れています。中間層環境は、バックエンドの Oracle8iデータベースと同じ物理ホスト上に
あっても、他のホスト上にあってもかまいません。

mod_jservと中間層 JVMとの通信には、TCP/IPを介した所有権付きの Apache/JServプ
ロトコルが使用されます。 mod_jservコンポーネントは、ロード・バランシングのために
要求をプール内の複数の JVMに委譲できます。

中間層 JVMで実行される JSPアプリケーションでは、データベースへのアクセスに Oracle 
JDBC OCIドライバまたは Thinドライバが使用されます。 

サーブレット 2.0環境には（サーブレット 2.1または 2.2環境とは異なり）、特に考慮を必要
とする問題があります。 4-30ページの「Apache/JServサーブレット環境に関する考慮事項」
を参照してください。

mod_jservの構成情報については、Apacheのドキュメントを参照してください。 （このド
キュメントは、Oracle8iおよび Oracle Internet Application Serverとともに提供されます。）

Oracle Web Applicationのデータベース・アクセス方法のデータベース・アクセス方法のデータベース・アクセス方法のデータベース・アクセス方法
JSPアプリケーションから Oracle8iデータベースをターゲットとする開発者には、次のよう
に多数のオプションがあります。

1. Oracle HTTP Serverを介して（mod_jservを使用して）Apache/JServサーブレット・
コンテナ内で実行します。

2. Oracle HTTP Serverを介して（mod_oseを使用して）Oracle Servlet Engine内で実行し
ます。

3. Oracle Servlet Engine内で実行し、Webサーバーとして直接使用します（ただし、通常
は Oracle HTTP Serverを使用することをお薦めします）。

JDBC OCIドライバを使用する場合や、Oracle8i JVM環境では使用できない Java機能（JNI
など）がアプリケーションに必要な場合は、標準 JVM（現在は JDK 1.2.2または 1.1.8）が使
用されるため、Apache/JServで実行する必要があります。 

ただし、Apache/JServで実行する場合は、複数の JVMのプールが必要であり、手動で構成
する必要があるというデメリットがあります。 （詳細は、Oracle8iまたは Oracle Internet 
Application Serverとともに提供される Apache mod_jservのドキュメントを参照してくだ
さい。）

注意注意注意注意 : Oracle HTTP Serverを使用する場合は、Apache/JServサーブレッ
ト・コンテナの静的ファイルのデフォルトのドキュメント・ルートが、
Oracle Servlet Engineとは異なることに注意してください。 6-63ページの
「Oracle Internet Application Serverと Oracle Servlet Engineのドキュメン
ト・ルートの比較」を参照してください。
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JNIなどの Java機能を必要としない場合、特に SQL集約型アプリケーションの場合、通常
は次のような理由から OSE内で実行することをお薦めします。

� OSEは、Oracle8iのアドレス空間で動作し、Oracle JDBCのサーバー側内部ドライバが
使用されるため、データベースへのアクセスが高速になります。

� OSEの方が強力なセキュリティ機能を備えています。

� OSEの方がステートフルに対する強力なサポート機能を備えています。

Oracle Servlet EngineをWebサーバーとして直接使用することも可能であり、ある種の状況
では望ましい方法ですが、代表的な使用例は Oracle HTTP Serverと mod_oseを介してアク
セスする方法であり、この方法をお薦めします。 

特に、Oracle HTTP Serverと mod_oseでは、OSE単独では処理できない次の状況を処理で
きます。

� Net8証明済みのファイアウォールを介したデータベース・アクセス

� 複数のデータベースを使用するフォールト・トレラント・システムの実装

� ポート 80を介したデータベース・アクセス

通常、OSEをWebサーバーとして直接使用する場合、このデータベース・アクセスは
不可能です。 たとえば、UNIX環境では、ポート 80にアクセスできるのは rootアカウ
ントからのみで、エンド・ユーザーには rootアクセス権がありません。

� セッション起動時のオーバーヘッドのほとんどを回避するための、ステートレス・アプ
リケーションの接続プーリング

Oracle8iリリース 8.1.7のデフォルト・インストールでは、OSE内で実行される JSPページ
およびサーブレットのフロントエンドWebサーバーとして Oracle HTTP Serverが使用され
ます。

他の他の他の他の Oracle JSP環境の概要環境の概要環境の概要環境の概要
Oracle Servlet Engineと Oracle Internet Application Serverの他に、次の Oracle環境で
OracleJSPがサポートされます。

� Oracle Application Server

� Oracle Web-to-go

� Oracle JDeveloper
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Oracle環境における OracleJSPのサポート
Oracle Application Server
Oracle Application Server（OAS）は、アプリケーション・ロジックのためのスケーラブル
で規格に準拠する中間層環境であり、社内環境と E-Business環境でビジネス・アプリケー
ションをサポートできるようにデータベースを統合します。

新規ユーザーは、OASのかわりに前述の Oracle Internet Application Serverを使用すること
になります。 ただし、既存の OASユーザーのために、Oracle Application Serverリリース
4.0.8.2にはサーブレット 2.1環境と OracleJSPリリース 1.0.0.6.0（JSP 1.0仕様をサポート）
が組み込まれています。

詳細は、『Oracle Application Server JServlet および JSP アプリケーション開発者ガイド』を
参照してください。

Oracle Web-to-go
Oracle Web-to-goは Oracle8i Liteのコンポーネントであり、モバイルWebアプリケーショ
ンの開発、配布および管理を容易にするモジュールとサービスのコレクションで構成されて
います。

Oracle Web-to-goにより、開発者はWebベースのアプリケーションを常時接続していない
ユーザーへと拡張でき、レプリケーション、同期化および他のネットワーク関連の問題に必
要なインフラストラクチャのコーディングは不要です。 従来のモバイル・コンピューティン
グ・テクノロジはカスタムまたは所有権付きのアプリケーション・プログラミング・インタ
フェース（API）に依存していましたが、Oracle Web-to-goには業界標準のインターネッ
ト・テクノロジが採用されています。

Oracle Web-to-goリリース 1.3は、サーブレット 2.1環境と OracleJSPリリース 1.0.0.6.1
（JSP 1.0仕様をサポート）を提供します。 今後のリリースでは、サーブレット 2.2環境と

OracleJSP 1.1.xが提供される予定です。

詳細は、『Web-to-goインプリメンテーション・ガイド』を参照してください。

Oracle JDeveloper
JDeveloperは、前述の他の Oracle製品のような「プラットフォーム」ではなく Java開発
ツールですが、Webリスナー、サーブレット・ランナーおよび OracleJSPコンテナを実行と
テストのために取り込みます。 

詳細は、2-20ページの「OracleJSPに対する Oracle JDeveloperのサポート」を参照してくだ
さい。

JDeveloperリリース 3.1は、サーブレット 2.1環境と OracleJSPリリース 1.0.0.6.1（JSP 1.0
仕様をサポート）を提供します。 今後のリリースでは、サーブレット 2.2環境と OracleJSP 
1.1.xが提供される予定です。
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非 Oracle環境における OracleJSPのサポート
非非非非 Oracle環境における環境における環境における環境における OracleJSPのサポートのサポートのサポートのサポート
サーブレット仕様 2.0以上をサポートしていれば、どのサーバー環境にも OracleJSPコンテ
ナをインストールして実行できるようにする必要があります。 特に、OracleJSPは、リリー
ス 8.1.7現在で次の環境でのテストが完了しています。

� Apache Software Foundation Apache/JServ 1.1

これは、JSP環境のないWebサーバーおよびサーブレット 2.0環境です。 JSPページを
実行するには、その最上位に JSP環境をインストールする必要があります。

� Sun Microsystems JSWDK 1.0（JavaServer Web Developer's Kit）

これは、サーブレット 2.1と JavaServer Pages1.0のリファレンス実装を伴うWebサー
バーです。 ただし、JSWDKサーブレット環境の最上位に OracleJSPをインストールする
と、オリジナルの JSP環境を置き換えることができます。

� Apache Software Foundation Tomcat 3.1

この Sun Microsystemsと Apache Software Foundationの共同作業の成果は、サーブ
レット 2.2および JavaServer Pages 1.1のリファレンス実装を伴うWebサーバーです。 
ただし、Tomcatサーブレット環境の最上位に OracleJSPをインストールすると、オリ
ジナルの JSP環境を置き換えることができます。 また、Tomcat Webサーバーを使用す
るかわりに、Apache Webサーバーとともに Tomcatを実行することもできます。 

OracleJSPのプログラム拡張機能の概要のプログラム拡張機能の概要のプログラム拡張機能の概要のプログラム拡張機能の概要
この項では、OracleJSPでサポートされる拡張プログラミング機能の概要について説明しま
す。 

OracleJSPは、カスタム・タグ・ライブラリとカスタム JavaBeansを介して、次の拡張機能
を提供します。これらの拡張機能は、いずれも他の JSP環境に移植できます。

� 有効範囲を指定できる JavaBeansとして実装される拡張データ型

� XMLおよび XSLとの統合

� Database-Access JavaBeans

� JSP開発に要求される Javaのスキル・レベルを軽減する、Oracle JSPマークアップ言語
（JML）のカスタム・タグ・ライブラリ

� SQL機能向けのカスタム・タグ・ライブラリ

OracleJSPは、次の Oracle固有の拡張機能も提供します。

� SQL文を Javaコードに直接埋め込むための標準構文である SQLJのサポート

� 拡張 NLSサポート
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OracleJSPのプログラム拡張機能の概要
� イベント処理用の JspScopeListener

� アプリケーション・サポート用の globals.jsaファイル 

各トピックについて説明した後で、OracleJSPページと Oracle PL/SQL Server Pagesとの相
互作用について簡潔に説明します。

移植可能な移植可能な移植可能な移植可能な OracleJSPの拡張機能の概要の拡張機能の概要の拡張機能の概要の拡張機能の概要
この項で説明する Oracleの拡張機能は、OracleJSPの JMLサンプル・タグ・ライブラリま
たはカスタム JavaBeansを介して実装されます。 いずれも、他の JSP環境に移植可能です。

OracleJSPの拡張データ型の拡張データ型の拡張データ型の拡張データ型
通常、JSPページは Javaデータ型に依存してスカラー型の値を表現しています。 そのための
次の標準的アプローチは、どちらも JSPページでの使用には適していません。 

� int、floatおよび doubleなどのプリミティブ型

� Integer、Floatおよび Doubleなど、標準的な java.langパッケージ内のラッ
パー・クラス

プリミティブ型の値には、有効範囲を指定できません。有効範囲オブジェクトに格納できる
のはオブジェクトのみのため、プリミティブ型の値は JSPの有効範囲オブジェクト（page、
request、sessionまたは application有効範囲など）に格納できません。

ラッパー型の値はオブジェクトなので、理論上は JSPの有効範囲オブジェクトに格納できま
す。 ただし、ラッパー・クラスは JavaBeansモデルに準拠せず、引数 0のコンストラクタを
提供しないため、jsp:useBeanアクションでは宣言できません。 

また、ラッパー・クラスのインスタンスはイミュタブルです。 値を変更するには、新規イン
スタンスを作成して適切に割り当てる必要があります。

これらの制限事項を回避するために、OracleJSPでは、パッケージ oracle.jsp.jmlに、
JmlBoolean、JmlNumber、JmlFPNumberおよび JmlStringの JavaBeansクラスが用意
されており、ほとんどの一般的な Javaデータ型がラップされます。

詳細は、5-2ページの「JMLの拡張データ型」を参照してください。

XMLおよびおよびおよびおよび XSLとの統合との統合との統合との統合
JSP構文を使用して、HTMLコードのみでなくテキスト・ベースのあらゆるMIMEタイプを
生成できます。 特に、XML出力を動的に作成できます。 ただし、JSPページを使用して XML
ドキュメントを作成する場合、通常はクライアントに送信する前に XMLデータにスタイル
シートを適用する必要があります。 JSPページに使用される標準出力ストリームはサーバー
を介して直接書き込まれるため、これは JavaServer Pagesテクノロジでは困難です。

OracleJSPのサンプル JMLタグ・ライブラリには特殊なタグが用意されており、JSPページ
全体またはその一部を出力前に XSLスタイルシートを介して変換するように指定されます。 
ページの各部分に異なるスタイルシートを指定する必要がある場合は、この JMLタグを単
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OracleJSPのプログラム拡張機能の概要
一の JSPページ内で必要な回数だけ使用できます。 JMLタグ・ライブラリは、他の JSP環境
に移植できることに注意してください。

また、OracleJSPトランスレータでは、Sun Microsystemsの『JavaServer Pages 
Specification, Version 1.1』で指定されている XML代替構文がサポートされます。

詳細は、5-8ページの「OracleJSPの XMLおよび XSLサポート」を参照してください。

カスタムカスタムカスタムカスタム Database-Access JavaBeans
OracleJSPは、Oracleデータベースへのアクセスに使用するカスタム JavaBeansのセットを
提供します。 oracle.jsp.dbutilパッケージには、次の Beanが用意されています。

� ConnBeanは、単一のデータベース接続をオープンします。

� ConnCacheBeanは、データベース接続に Oracleの接続キャッシング実装を使用しま
す。 

� DBBeanはデータベース問合せを実行します。

� CursorBeanは、問合せのみでなく、UPDATE、INSERTおよび DELETE文について一般
的な DMLサポートを提供します。

詳細は、5-12ページの「Oracle Database-Access JavaBeans」を参照してください。

OracleJSPのののの SQLカスタム・タグ・ライブラリカスタム・タグ・ライブラリカスタム・タグ・ライブラリカスタム・タグ・ライブラリ
リリース 8.1.7の OracleJSPには、SQL機能のためのカスタム・タグ・ライブラリが用意さ
れています。 提供されるタグは、次のとおりです。

� dbOpen — データベース接続をオープンします。

� dbClose — データベース接続をクローズします。

� dbQuery — 問合せを実行します。

� dbCloseQuery — 問合せ用のカーソルをクローズします。

� dbNextRow — 結果セットの次行に移動します。

� dbExecute — 任意の SQL DMLまたは DDL文を実行します。

詳細は、5-22ページの「OracleJSPの SQL用タグ・ライブラリ」を参照してください。

Oracle JSPマークアップ言語（マークアップ言語（マークアップ言語（マークアップ言語（JML）のカスタム・タグ・ライブラリ）のカスタム・タグ・ライブラリ）のカスタム・タグ・ライブラリ）のカスタム・タグ・ライブラリ
Sun Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』は、Java以外のスクリ
プト言語もサポートしていますが、Javaは主流となっている言語であり、多くの場合は唯一
の検討対象です。 JavaServer Pagesテクノロジは動的な Java開発作業を静的な HTML開発
作業から分離するように設計されていますが、Web開発者に Javaの知識がない場合、特に、
Javaのエキスパートが参加していない小規模な開発グループでは、障害となることに変わり
はありません。 
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OracleJSPのプログラム拡張機能の概要
OracleJSPは、代替となるカスタム・タグ、つまり JSPマークアップ言語（JML）を提供し
ます。 Oracle JMLのサンプル・タグ・ライブラリには、追加の JSPタグ・セットが含まれて
いるため、Javaの文を使用しなくても独自の JSPページを記述できます。 JMLには、変数宣
言、制御フロー、条件付きブランチ、反復ループ、パラメータ設定およびオブジェクトの
コールに使用するタグがあります。

JMLタグ・ライブラリでは、前述のように XML機能もサポートされます。

次の例は、jml:forおよび jml:printタグの使用方法を示しています。

<jml:for id="i" from="1" to="5" >
    <H<jml:print eval="i" />
       Hello World!
    </H<jml:print eval="i" />
</jml:for>

詳細は、7-18ページの「JSPマークアップ言語（JML）のサンプル・タグ・ライブラリの概
要」を参照してください。

Oracle固有の拡張機能の概要固有の拡張機能の概要固有の拡張機能の概要固有の拡張機能の概要
この項で説明する OracleJSPの拡張機能は、他の JSP環境には移植できません。

OracleJSPにおけるにおけるにおけるにおける SQLJのサポートのサポートのサポートのサポート
一般に、動的サーバー・ページにはデータベースから抽出された情報が含まれていますが、
JavaServer Pagesテクノロジにはデータベース・アクセスを容易にするサポートは組み込ま
れていません。 通常、JSP開発者は、標準的な Javaデータベース接続（JDBC） APIまたはカ
スタムのデータベース JavaBeansセットに依存する必要があります。 

SQLJは、静的な SQL指示を Javaコードに直接埋め込むための標準構文であり、データベー
ス・アクセスのプログラミングを大幅に簡素化します。 OracleJSPと OracleJSPトランスレー
タでは、JSPスクリプトレットでの SQLJプログラミングがサポートされます。 

SQLJ文は、#sqlトークンで示されます。 JSPのソース・コード・ファイルのファイル拡張
子 .sqljspを使用すると、OracleJSPトランスレータをトリガーして Oracle SQLJトランス
レータを起動できます。 

詳細は、5-31ページの「OracleJSPによる Oracle SQLJのサポート」を参照してください。

注意注意注意注意 : JSP 1.1仕様以前の OracleJSPのバージョンには、JMLタグ・ライ
ブラリの Oracle固有のコンパイル時実装が使用されていました。 この実装
は、標準ランタイム実装の代替として引き続きサポートされます。 詳細は、
付録 C「コンパイル時 JMLタグ・サポート」を参照してください。
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OracleJSPのプログラム拡張機能の概要
OracleJSPにおける拡張における拡張における拡張における拡張 NLSサポートサポートサポートサポート
OracleJSPは、マルチバイトの要求パラメータと Beanのプロパティ設定をコード化できない
サーブレット環境に、拡張 NLSサポートを提供します。

このような環境向けに、OracleJSPには translate_params構成パラメータが用意されて
います。このパラメータを使用可能にすると、OracleJSPに対して、サーブレット・コンテ
ナをオーバーライドしてそれ自体をコード化するように指示できます。 

詳細は、8-4ページの「マルチバイト・パラメータのコード化に対する OracleJSPの拡張サ
ポート」を参照してください。

イベント処理用のイベント処理用のイベント処理用のイベント処理用の JspScopeListener
OracleJSPには、JSPアプリケーション内で様々な有効範囲の Javaオブジェクトのライフ・
サイクルを管理できるように、JspScopeListenerインタフェースが用意されています。 

標準的なサーブレットおよび JSPのイベント処理は
javax.servlet.http.HttpSessionBindingListenerインタフェースを介して提供さ
れますが、このインタフェースで処理されるのはセッション・ベースのイベントのみです。 
Oracleの JspScopeListenerでは、ページ・ベース、要求ベースおよびアプリケーショ
ン・ベースのイベントも処理できます。

詳細は、5-30ページの「OracleJSPのイベント処理 — JspScopeListener」を参照してくださ
い。

アプリケーション・サポート用のアプリケーション・サポート用のアプリケーション・サポート用のアプリケーション・サポート用の globals.jsaファイル（サーブレットファイル（サーブレットファイル（サーブレットファイル（サーブレット
2.0））））
サーブレット・コンテキストが十分に定義されていないサーブレット 2.0環境では、
OracleJSPにより、サーブレット・アプリケーション・サポートを拡張するための
globals.jsaファイルが定義されます。 

どの単一 Java仮想マシン内でも、アプリケーションごと（つまりサーブレット・コンテキ
ストごと）に globals.jsaファイルを使用できます。 このファイルでは、アプリケーショ
ン・ロケーション・マーカーとしての使用を通じてWebアプリケーションの概念がサポー
トされます。 OracleJSPコンテナは、globals.jsaの機能性に基づいて、サーブレット環境
に対するサーブレット・コンテキストと HTTPセッションの動作を疑似実行することもでき
ます。これらの動作は、サーブレット環境では十分に定義されていません。

また、globals.jsaファイルは、アプリケーションのすべての JSPページ間で、グローバ
ルな Java宣言と JSPディレクティブのための媒介を提供します。
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OracleJSPのプログラム拡張機能の概要
OracleJSPとととと Oracle PL/SQL Server Pagesの併用の併用の併用の併用
オラクル社は、PL/SQL Server Pages（PSP）と呼ばれる製品を提供しています。 PSPテクノ
ロジにより、PL/SQLスクリプトレットとストアド・プロシージャ・コールを HTMLペー
ジに埋め込むことができ、JSPテクノロジの場合と同様の開発上のメリットが得られます。 
つまり、ページの動的部分と静的部分のコーディングについて、開発作業を大きく分離でき
ます。 HTMLのエキスパートはページの静的部分をコーディングし、PL/SQLのエキスパー
トは動的部分をコーディングできます。 PSPページ内で PL/SQLスクリプトレットを区別す
るための構文は、JSPページで Javaスクリプトレットの区別に使用されるものと同じです。

これ以降は、JSP-PSPの相互作用のサポートと、PSPの URLに関する背景情報について説明
します。 

PL/SQL Server Pagesの概要は、『Oracle8i アプリケーション開発者ガイド 基礎編』を参照
してください。

JSPページとページとページとページと PSPページ間でサポートされる相互作用ページ間でサポートされる相互作用ページ間でサポートされる相互作用ページ間でサポートされる相互作用
エンド・ユーザーが PSPアプリケーションを実行すると、Webブラウザへの出力の生成中
に PL/SQL Gatewayで実行できるように、PSPページがストアド・プロシージャに変換さ
れます。 Oracle8iの PL/SQL Gatewayはサーブレット・ラッパー内で動作するため、Oracle 
Servlet Engine内で実行される JSPページは PSPページと次のように対話できます。

� JSPページから PSPページを動的に挿入できます（jsp:include）。

� JSPページから PSPページに動的に転送できます（jsp:forward）。

ただし、PSPページには、JSPページの動的挿入機能や JSPページへの動的転送機能はあり
ません。 また、JSPページから PSPページを静的に挿入することはできません（変換中に
ファイルを挿入する <%@ include %>ディレクティブ）。

PSPページのページのページのページの URL
各 PSPページは、データベースにロードされてコンパイルされると、PL/SQLストアド・プ
ロシージャになります。 PSPページのストアド・プロシージャ名は、そのページ内で <%@ 
plsql procedure="proc-name" %>構文を使用して明示的に宣言されるか、PSPファイ
ル名から導出されます。 

PL/SQLストアド・プロシージャ名に基づき、次の一般構文に従って URLが決定されます。

http://host[:port]/some-prefix/dad/[schema.]proc-name

<some-prefix>は埋込み PL/SQLモジュールの plsql、<dad>はストアド・プロシー
ジャを実行するデータベース・アクセス記述子です。

詳細は、『Oracle8i アプリケーション管理者ガイド 基礎編』を参照してください。
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OracleJSPのリリースと機能セットの概要
OracleJSPのリリースと機能セットの概要のリリースと機能セットの概要のリリースと機能セットの概要のリリースと機能セットの概要
OracleJSPリリース 1.1.0.0.0は、JSP 1.1仕様を全面的にサポートしており、Oracle8iリリー
ス 8.1.7で提供されます。このマニュアルでは、「OracleJSPリリース 8.1.7」は「OracleJSP
リリース 1.1.0.0.0」のシノニムです。

OracleJSPをサポートしている他の Oracleプラットフォームには、まだ最新の OracleJSPリ
リースを取り込んでいないものもありますが、JSP 1.0の実装だった OracleJSPリリース
1.0.0.6.1または 1.0.0.6.0が統合されます。

Oracleプラットフォームで提供されるプラットフォームで提供されるプラットフォームで提供されるプラットフォームで提供される OracleJSPのリリースのリリースのリリースのリリース
表 2-1は、このマニュアルの発行時の Oracleプラットフォームのリリースと、そのプラット
フォームで提供される OracleJSPのリリースを示しています。 

「OracleJSPの機能上の注意」列は、このマニュアルに記載されている OracleJSPリリース
1.1.0.0.0の機能のうち、特定の Oracleプラットフォーム向けの OracleJSPリリースに制限事
項があるもの、またはプラットフォームに特に重要なものを指しています。 詳細は、2-17
ページの「リリース 1.0.0.6.xに関する OracleJSPの機能上の注意」を参照してください。

最新バージョンの OracleJSPをダウンロードして取り込み、前述の Oracleプラットフォーム
で使用できます。前述の OracleJSPのバージョンは、製品に付属のバージョンです。

表表表表 2-1 Oracleプラットフォームのリリースとプラットフォームのリリースとプラットフォームのリリースとプラットフォームのリリースと OracleJSPのリリースのリリースのリリースのリリース 

Oracleプラットプラットプラットプラット
フォームフォームフォームフォーム サーブレット環境サーブレット環境サーブレット環境サーブレット環境 OracleJSPのリリースのリリースのリリースのリリース

OracleJSP
の機能上の注意の機能上の注意の機能上の注意の機能上の注意

Oracle Servlet Engine
（Oracle8i）、リリース
8.1.7

サーブレット 2.2 OracleJSP 1.1.0.0.0
（JSP 1.1）

該当なし

Oracle Internet 
Application Serverリ
リース 1.0.1

サーブレット 2.0
（Apache/JServ）

OracleJSP 1.1.0.0.0
（JSP 1.1）

該当なし

Oracle Internet 
Application Serverリ
リース 1.0.0

サーブレット 2.0
（Apache/JServ）

OracleJSP 1.0.0.6.0
（JSP 1.0）

globals.jsa
構成パラメータの
JMLの制限事項

Oracle Application 
Serverリリース
4.0.8.2

サーブレット 2.1 OracleJSP 1.0.0.6.0
（JSP 1.0）

構成パラメータの
JMLの制限事項

Oracle Web-to-goリ
リース 1.3

サーブレット 2.1 OracleJSP 1.0.0.6.1
（JSP 1.0）

構成パラメータの
JMLの制限事項

Oracle JDeveloperリ
リース 3.1

サーブレット 2.1 OracleJSP 1.0.0.6.1
（JSP 1.0）

構成パラメータの
JMLの制限事項
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OracleJSPのリリースと機能セットの概要
特定の環境で使用する OracleJSPのリリースを確認するには、次のように JSPページ内で暗
黙的な applicationオブジェクトからリリース番号を取り出します。

<%= application.getAttribute("oracle.jsp.versionNumber") %>

リリースリリースリリースリリース 1.0.0.6.xに関するに関するに関するに関する OracleJSPの機能上の注意の機能上の注意の機能上の注意の機能上の注意
ここでは、OracleJSPリリース 1.0.0.6.xに関する表 2-1の「OracleJSP の機能上の注意」列の
重要性について説明します。

� サーブレット 2.0仕様では、Webアプリケーション向けの完全なフレームワークは提供
されていませんでした。 Apache/JServや Oracle Internet Application Server
（Apache/JServを使用）などのサーブレット 2.0環境では、どのリリースの OracleJSP
でも globals.jsaメカニズムを介して拡張機能が提供され、より完成度の高いアプリ
ケーション・フレームワークがサポートされます。 詳細は、5-34ページの「サーブレッ
ト 2.0に対する OracleJSPのアプリケーションおよびセッションのサポート」を参照し
てください。

� リリース 1.1.0.0.0でサポートされる OracleJSP構成パラメータには、リリース 1.0.0.6.xで
はサポートされていなかったものがあります。A-13ページの「構成パラメータの概要
表」を参照してください。

� リリース 1.0.0.6.xの OracleJSPは JSP 1.1仕様ではなく JSP 1.0仕様に準拠していたため、
JSP 1.1のカスタム・タグ・ライブラリのメカニズムはサポートできませんでした。 した
がって、このリリースの OracleJSPでは、OracleJSPトランスレータへの拡張機能を使
用し、Oracle固有のコンパイル時実装を介して JMLタグがサポートされていました。 

OracleJSPリリース 1.0.0.6.xで JMLを使用するには、taglibディレクティブ（JSP 1.1
用に指定され、OracleJSP 1.1.0.0.0でサポート）が必要ですが、このディレクティブで
はライブラリを含むクラスを次のように指定する必要があります。

<%@ taglib uri="oracle.jsp.parse.OpenJspRegisterLib" prefix="jml" %>

これに対して、OracleJSP 1.1.0.0.0のように JSP 1.1仕様に準拠する JSP実装を使用する
場合は、taglibディレクティブでタグ・ライブラリ記述ファイルを（.tldファイル
または .jarファイル内で）次のように指定します。

<%@ taglib uri="/WEB-INF/tlds/jmltags.tld" prefix="jml" %>

JMLのコンパイル時実装の詳細は、付録 C「コンパイル時 JMLタグ・サポート」を参
照してください。
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OracleJSPの実行モデル
OracleJSPの実行モデルの実行モデルの実行モデルの実行モデル
前述のように、OracleJSPのフレームワークは様々なサーバー環境で使用できます。 
OracleJSPには、次の 2つの個別実行モデルが用意されています。

� Oracle Servlet Engine以外の環境では、通常、OracleJSPコンテナにより各ページがオン
デマンドで変換されてから、実行がトリガーされます。これは、他のほとんどのベン
ダーの JSP実装と同様です。

� Oracle Servlet Engine環境は、Oracle8iデータベース内で実行される JSPページ用であ
り、開発者が各ページを事前に変換し、稼働用サーブレットとして Oracle8iデータベー
スにロードします。 （ページの変換、ロードおよび実行可能にするための「公開」には、
コマンドライン・ツールを使用できます。 変換処理は、クライアント上でもサーバー上
でも実行できます。） エンド・ユーザーが JSPページを要求すると直接実行され、変換は
不要です。

オンデマンド変換モデルオンデマンド変換モデルオンデマンド変換モデルオンデマンド変換モデル
OracleJSPでは、Oracle Servlet Engineではなく OracleJSPをサポートするすべてのサーバー
環境に、代表的なオンデマンド変換モデルが使用されます。 これには、様々な Oracle環境の
みでなく、OracleJSP、Apache Webサーバーおよび JServの併用などが含まれます。

OracleJSPコンテナを取り込むWebサーバーから JSPページが要求されると、
oracle.jsp.JspServletサーブレットがインスタンス化されて起動されます（適切な
Webサーバー構成の場合）。 このサーブレットは、OracleJSPコンテナのフロントエンドと見
なすことができます。

JspServletにより JSPページの位置が特定され、必要であれば変換されてコンパイルされ
（ページ実装クラスが存在しない場合や、JSPページ・ソースより古いタイムスタンプが付い
ている場合）、その実行がトリガーされます。

*.jspファイル拡張子（URL内）を JspServletにマップするには、Webサーバーが適切
に構成されている必要があります。 Apache/JServ、Sun Microsystems JWSDKおよび
Tomcatに関するWebサーバーの構成ステップの詳細は、A-6ページの「OracleJSPを実行
するWebサーバーおよびサーブレット環境の構成」を参照してください。

Oracle Servlet Engineの事前変換モデルの事前変換モデルの事前変換モデルの事前変換モデル
Oracle Servlet Engine（OSE）、Oracle8i内のWebサーバーおよびサーブレット・コンテナ
で実行するように意図されている JSPページは、事前に変換され、Oracle8iに稼働用のサー
ブレットとして配布されます。 OSEは OracleJSPランタイムを取り込みます。
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OracleJSPの実行モデル
Oracle Servlet Engineでででで JSPページを実行するための配布ステップページを実行するための配布ステップページを実行するための配布ステップページを実行するための配布ステップ
JSPページを Oracle8iデータベースに配布する手順は、次のとおりです。

1. JSPページを事前変換します（通常はコンパイル作業が含まれます）。 JSPトランスレー
タにより生成されるページ実装クラスは、実際には稼働用サーブレットです。

2. 変換後の JSPページを Oracle8iデータベースにロードします。

3. 生成されたページ実装クラスを必要に応じて「ホットロード」します。

4. JSPページを「公開」し、データベースからアクセスして実行できるようにします。

ページの変換、ロードおよび公開には、コマンドライン・ツールを使用できます。 トランス
レータにより、.javaファイル内でページ実装クラスが作成され、.classファイルにコン
パイルされます。 

ホットロード機能を使用可能にして実行するには、追加のステップが必要です。 これは、
ページ実装クラス内で生成される HTMLタグなど、リテラル文字列の使用効率を高めるた
めの機能です。 

Oracle8iへの配布は、サーバー上またはクライアント上で変換を行って実行できます。 これ
らの使用例と必要なステップの詳細は、6-38ページの「サーバー側変換を伴う Oracle8iへの
配布」および 6-50ページの「クライアント側変換を伴う Oracle8iへの配布」を参照してく
ださい。

Oracle Servlet Engineのののの JSPコンテナコンテナコンテナコンテナ
Oracle Servlet Engineは独自の OracleJSPコンテナを取り込みます。このコンテナは、
OracleJSPコンテナのほぼ全体からなり、OracleJSPトランスレータはありません（OSE環
境で実行される JSPページはすべて事前変換されるためです）。

OSEには、オンデマンド変換モデルの JspServletに似た機能を持つ、フロントエンドの
JSP処理が含まれています。

フロントエンド・コンポーネントは、公開時に Oracle8iの JNDIネームスペースに入力され
たサーブレット・パス（通常は「仮想パス」と呼ばれます）に従って、JSPページを検索し
て実行します。 サーブレットのパス名は、JSPページの公開時に指定します。 
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OracleJSPに対する Oracle JDeveloperのサポート
OracleJSPに対するに対するに対するに対する Oracle JDeveloperのサポートのサポートのサポートのサポート
ビジュアル Javaプログラミング・ツールでは、JSPコーディングがサポートされるようにな
りつつあります。 特に、Oracle JDeveloperではOracleJSPがサポートされ、次の機能
（JDeveloperリリース 3.1現在）が組み込まれています。

� OracleJSPコンテナの統合によるアプリケーション開発サイクル全体のサポート — JSP
ページの編集、デバッグおよび実行

� 配布された JSPページのデバッグ

� JDeveloper Web Beanと呼ばれる、データとWebを使用可能な JavaBeansの広範囲な
セット

� 事前定義のWeb Beanをページに簡単に追加できるようにする JSP Element Wizard

� カスタム JavaBeansの取込みのサポート

� JDeveloper Business Components for Java（BC4J）に依存する JSPアプリケーション用
の配布オプション

JSP配布サポートの詳細は、6-67ページの「JDeveloperを使用した JSPページの配布」を参
照してください。

JDeveloperでは、JSPページのソースにデバッグ用のブレーク・ポイントを設定し、JSP
ページから JavaBeansまでコールをたどることができます。 これは、JSPページに出力文を
追加して状態を応答ストリームや（暗黙的な applicationオブジェクトの log()メソッ
ドを介して）サーバー・ログに出力するなど、手動によるデバッグ技法に比べてはるかに便
利な方法です。

JDeveloperの詳細は、JDeveloperオンライン・ヘルプ、特にトピック「JSPページの作成 」
を参照してください。
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                                                            基本事
3

基本事項基本事項基本事項基本事項

この章では、アプリケーションとセッション、JSPサーブレットの相互作用、リソース管理
およびアプリケーションのルートとドキュメントのルートなど、基本的な事項について説明
します。 データベース・アクセスに関する JSPの初期サンプルも記載されています。

説明するトピックは、次のとおりです。

� 予備的な考慮事項

� アプリケーション・ルート機能とドキュメント・ルート機能

� JSPアプリケーションおよびセッションの概要

� JSPとサーブレットの相互作用

� JSPのリソース管理

� JSPのランタイム・エラー処理

� データベース・アクセスに関する JSPの初期サンプル
項 3-1



予備的な考慮事項
予備的な考慮事項予備的な考慮事項予備的な考慮事項予備的な考慮事項
この項では、開発を開始する前の注意事項について説明します。 説明するトピックは、次の
とおりです。

� インストールと構成の概要

� 開発環境と配布環境

� クライアント側の考慮事項

インストールと構成の概要インストールと構成の概要インストールと構成の概要インストールと構成の概要
主に主要な非 Oracle環境に関するインストールと構成については、付録 A「一般的なイン
ストールと構成」を参照してください。 

OracleJSPをサポートする Oracle環境のインストールと構成については、該当する Oracle
製品のドキュメントを参照してください。

Oracle8i内では、Oracle Servlet Engine（OSE）により OracleJSPが取り込まれ、Oracle8i 
JVMとともに提供されます。

開発環境と配布環境開発環境と配布環境開発環境と配布環境開発環境と配布環境
通常、Apache/JServのような非 Oracle環境をターゲットとする JSP開発者は、ターゲット
環境と同じ環境で開発作業を行います。 この場合、付録 A「一般的なインストールと構成」
のインストールおよび構成手順は開発環境と配布環境の両方に適用されますが、開発中にの
み重要な構成パラメータがあります。

Oracle Servlet Engineや他の Oracle環境をターゲットとする JSP開発者には、少なくとも次
の 2つのオプションが用意されています。

� 開発と配布に Oracle JDeveloperを使用します。

JDeveloperにより、開発中のテストに使用できるように OracleJSPとサーブレット・コ
ンテナが取り込まれます。 また、完成した製品をターゲット・ロケーションに配布する
ときに役立つ機能も取り込まれます。

JDeveloperにおける OracleJSPのサポートの概要は、2-20ページの「OracleJSPに対す
る Oracle JDeveloperのサポート」を参照してください。 インストールおよび構成手順に
ついては、JDeveloperのドキュメントを参照してください。

� Apache/JServなどの非 Oracle環境で開発とテストを行ってから、ターゲットとなる
Oracle環境に配布して最終テストを行い、本番への使用を開始します。 

この場合は、付録 Aの情報が開発環境に重要になります。

開発環境でのテスト完了後は、JSPページを事前変換し、OracleJSPのインストールで使
用可能になるコマンドライン・ツールを使用して、Oracle8iデータベースに配布できま
す。 OracleJSPのコマンドライン・トランスレータには、関連する変換時構成パラメー
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アプリケーション・ルート機能とドキュメント・ルート機能
タと同等のオプションが用意されています。 詳細は、6-22ページの「ojspc事前変換ツー
ル」および 6-50ページの「クライアント側変換を伴う Oracle8iへの配布」を参照して
ください。

OracleJSPをサポートする Oracle環境のインストールと構成の詳細は、該当する製品のド
キュメントを参照してください。

クライアント側の考慮事項クライアント側の考慮事項クライアント側の考慮事項クライアント側の考慮事項
JSPページは、HTTP 1.0以上をサポートしている標準ブラウザで動作します。

JSPページの JavaコードはすべてWebサーバーまたはデータ・サーバーで実行されるため、
エンド・ユーザーが使用するWebブラウザの JDKや他の Java環境は無関係です。

アプリケーション・ルート機能とドキュメント・ルート機能アプリケーション・ルート機能とドキュメント・ルート機能アプリケーション・ルート機能とドキュメント・ルート機能アプリケーション・ルート機能とドキュメント・ルート機能
この項では、サーブレット 2.2の機能性とサーブレット 2.0の機能性の違いである、アプリ
ケーション・ルートとドキュメント・ルートの概要について説明します。

サーブレットサーブレットサーブレットサーブレット 2.2環境におけるアプリケーション・ルート環境におけるアプリケーション・ルート環境におけるアプリケーション・ルート環境におけるアプリケーション・ルート
前述のように、サーブレット 2.2仕様では、アプリケーションごとに独自のサーブレット・
コンテキストが提供されます。 各サーブレット・コンテキストは、アプリケーションの各モ
ジュールのベース・パスであり、サーバー・ファイル・システムのディレクトリ・パスに対
応付けられています。 これを、アプリケーション・ルートと呼びます。 各アプリケーション
には、独自のアプリケーション・ルートがあります。

これは、WebサーバーでWebアプリケーションに属するHTMLページや他のファイルの
ルート位置としてドキュメント・ルートが使用されるのに似ています。 

サーブレット 2.2環境のアプリケーションの場合、アプリケーション・ルート（サーブレッ
トと JSPページ用）とドキュメント・ルート（HTMLファイルなどの静的ファイル用）には
1対 1のマッピングがあり、両者は実際には同じものです。

サーブレットの URLの一般的なフォームは、次のとおりです。

http://host[:port]/contextpath/servletpath

サーブレット・コンテキストの作成時には、アプリケーション・ルートと URLのコンテキ
スト・パス部分とのマッピングを指定します。

たとえば、アプリケーションのアプリケーション・ルートが /home/dir/mybankappdir
で、コンテキスト・パス mybankにマップされているとします。 また、このアプリケーショ
ンには、サーブレット・パス loginservletを持つサーブレットが組み込まれているとし
ます。 このサーブレットは、次のように起動できます。
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http://host[:port]/mybank/loginservlet

（アプリケーション・ルートのディレクトリ名自体は、エンド・ユーザーには表示されませ
ん。）

この例で、このアプリケーションの HTMLページに関して、次の URLがファイル
/home/dir/mybankappdir/dir1/abc.htmlを指しているとします。

http://host[:port]/mybank/dir1/abc.html

サーブレット環境ごとに、デフォルトのサーブレット・コンテキストもあります。 このコン
テキストの場合、コンテキスト・パスは単に「/」であり、デフォルトのサーブレット・コ
ンテキストのアプリケーション・ルートにマップされます。 たとえば、デフォルト・コンテ
キストのアプリケーション・ルートが /home/mydefaultdirで、サーブレット・パス
myservletを持つサーブレットがデフォルト・コンテキストを使用するとします。 その
URLは、次の例のようになります。 （この場合も、アプリケーション・ルートのディレクト
リ名自体は、ユーザーには表示されません。）

http://host[:port]/myservlet

（デフォルト・コンテキストは、URLで指定されたコンテキスト・パスとの一致がない場合
にも使用されます。）

HTMLファイルに関する前述の例で、次の URLがファイル
/home/mydefaultdir/dir2/def.htmlを指しているとします。

http://host[:port]/dir2/def.html

サーブレットサーブレットサーブレットサーブレット 2.0環境における環境における環境における環境における OracleJSPのアプリケーション・ルート機能のアプリケーション・ルート機能のアプリケーション・ルート機能のアプリケーション・ルート機能
Apache/JServや他のサーブレット 2.0環境には、アプリケーション環境が 1つしかないた
め、アプリケーション・ルートの概念はありません。 Webサーバーのドキュメント・ルート
は、実際にはアプリケーション・ルートです。 

Apacheの場合、ドキュメント・ルートは通常は .../htdocsディレクトリです。 また、
httpd.conf構成ファイル内で alias設定を介して「仮想」ドキュメント・ルートを指定
できます。

サーブレット 2.0環境では、OracleJSPはドキュメント・ルートとアプリケーション・ルー
トに関して次の機能を提供します。

� デフォルトでは、OracleJSPではドキュメント・ルートがアプリケーション・ルートと
して使用されます。

� OracleJSPの globals.jsaメカニズムを介して、ドキュメント・ルートのディレクト
リを、指定したアプリケーションのアプリケーション・ルートとして機能するように指
定できます。 そのためには、globals.jsaファイルを必要なディレクトリにマーカー
として配置します。 （5-35ページの「globals.jsaの機能の概要」を参照してください。）
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JSPアプリケーションおよびセッションの概要アプリケーションおよびセッションの概要アプリケーションおよびセッションの概要アプリケーションおよびセッションの概要
この項では、OracleJSPによる JSPアプリケーションおよびセッションのサポートの概要に
ついて説明します。

一般的な一般的な一般的な一般的な OracleJSPアプリケーションおよびセッションのサポートアプリケーションおよびセッションのサポートアプリケーションおよびセッションのサポートアプリケーションおよびセッションのサポート
OracleJSPでは、アプリケーションとセッションの管理に基礎となるサーブレット・メカニ
ズムが使用されます。 これらのメカニズムの詳細は、B-4ページの「サーブレット・セッ
ション」および B-6ページの「サーブレット・コンテキスト」を参照してください。 サーブ
レット 2.1およびサーブレット 2.2環境の場合は、これらの基礎となるメカニズムで十分で
あり、JSPアプリケーションごとに個別のサーブレット・コンテキストとセッション・オブ
ジェクトを提供します。

ただし、Apache/JServのようなサーブレット 2.0環境では、サーブレット・メカニズムの使
用には問題があります。 サーブレット 2.0仕様ではWebアプリケーションの概念が詳細に定
義されていないため、サーブレット 2.0環境にはサーブレット・コンテナごとにサーブレッ
ト・コンテキストが 1つしか存在しません。 また、セッション・オブジェクトも、サーブ
レット・コンテナごとに 1つのみです。 ただし、Apache/JServや他のサーブレット 2.0環境
の場合、OracleJSPは必要に応じてアプリケーションごとに個別のサーブレット・コンテキ
ストやセッション・オブジェクトを使用できる拡張機能を備えています。 （これは、単一ア
プリケーションのみのホストとして機能するWebサーバーの場合は不要です。） 

JSPのデフォルトのセッション要求のデフォルトのセッション要求のデフォルトのセッション要求のデフォルトのセッション要求
一般に、サーブレットはデフォルトでは HTTPセッションを要求しません。 ただし、JSP
ページ実装クラスは、デフォルトで HTTPセッションを要求します。 この動作は、次のよう
に JSPの pageディレクティブで sessionパラメータを falseに設定するとオーバーライ
ドできます。

<%@ page ... session="false" %>

注意注意注意注意 : Apache/JServや他のサーブレット 2.0環境に関連する追加情報
は、4-30ページの「Apache/JServサーブレット環境に関する考慮事項」
および 5-35ページの「globals.jsaの機能の概要」を参照してください。
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JSPとサーブレットの相互作用とサーブレットの相互作用とサーブレットの相互作用とサーブレットの相互作用
JSPページは様々な方法でコーディングできますが、状況によってはサーブレットが必要で
す。 その一例は、4-17ページの「JSPページ内でバイナリ・データの使用を回避する理由」
で説明するようにバイナリ・データを出力する場合です。

したがって、アプリケーション内でサーブレットと JSPページの間のやりとりが必要になる
場合があります。 この項では、その方法を次のトピックで説明します。

� JSPページからのサーブレットの起動

� JSPページから起動したサーブレットへのデータの受渡し

� サーブレットからの JSPページの起動

� JSPページとサーブレット間でのデータの受渡し

� JSPとサーブレットの相互作用の例

JSPページからのサーブレットの起動ページからのサーブレットの起動ページからのサーブレットの起動ページからのサーブレットの起動
ある JSPページを他の JSPページから起動する場合と同様に、jsp:includeおよび
jsp:forwardアクション・タグを介して JSPページからサーブレットを起動できます。 
（1-16ページの「JSPのアクションと <jsp: >タグ・セット」を参照してください。） 次に例を
示します。

<jsp:include page="/servlet/MyServlet" flush="true" />

ページの実行中にこの文が検出されると、ページ・バッファがブラウザに出力され、サーブ
レットが実行されます。 サーブレットの実行が完了すると、制御は JSPページに戻され、そ
のページが引き続き実行されます。 これは、JSPページ間の jsp:includeアクションの場
合と同じ機能です。

JSPページ間の jsp:forwardアクションの場合と同様に、次の文でページ・バッファが消
去され、JSPページの実行が終了し、サーブレットが実行されます。

<jsp:forward page="/servlet/MyServlet" />

重要重要重要重要 : この説明では、サーブレット 2.2環境を想定しています。 
Apache/JServと他のサーブレット 2.0環境に関連する考慮事項について
は、このドキュメントの他の項を参照してください。
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JSPページから起動したサーブレットへのデータの受渡しページから起動したサーブレットへのデータの受渡しページから起動したサーブレットへのデータの受渡しページから起動したサーブレットへのデータの受渡し
JSPページから動的にサーブレットを挿入するか、サーブレットに転送する場合は、
jsp:paramタグを使用してサーブレットにデータを渡すことができます（他の JSPページ
を挿入するか、他の JSPページに転送する場合と同じです）。 

jsp:paramタグは、jsp:includeまたは jsp:forwardタグ内で使用します。 次に例を示
します。

<jsp:include page="/servlet/MyServlet" flush="true" >
   <jsp:param name="username" value="Smith" />
   <jsp:param name="userempno" value="9876" />
</jsp:include>

jsp:paramタグの詳細は、1-16ページの「JSPのアクションと <jsp: >タグ・セット」を参
照してください。

また、適切な有効範囲を指定した JavaBeans、または HTTP要求オブジェクトの属性を介し
て、JSPページとサーブレットの間でデータをやりとりすることもできます。 要求オブジェ
クトの属性の使用方法については、3-8ページの「JSPページとサーブレット間でのデータの
受渡し」を参照してください。

サーブレットからのサーブレットからのサーブレットからのサーブレットからの JSPページの起動ページの起動ページの起動ページの起動
JSPページは、標準の javax.servlet.RequestDispatcherインタフェースの機能を介
してサーブレットから起動できます。このメカニズムを使用するには、コードに次のステッ
プを挿入します。

1. サーブレット・インスタンスからサーブレット・コンテキスト・インスタンスを取得し
ます。

ServletContext sc = this.getServletContext();

2. getRequestDispatcher()メソッドへの入力としてターゲット JSPページのページ
相対パスまたはアプリケーション相対パスを指定し、サーブレット・コンテキスト・イ
ンスタンスから要求ディスパッチャを取得します。

RequestDispatcher rd = sc.getRequestDispatcher("/jsp/mypage.jsp");

重要重要重要重要 : Apache/JServまたは他のサーブレット 2.0環境では、サーブレッ
トの挿入やサーブレットへの転送はできません。かわりに JSPラッパー・
ページを記述する必要があります。 詳細は、4-31ページの「Apache/JServ
における動的挿入および転送」を参照してください。

注意注意注意注意 : jsp:paramタグは、JSP 1.1仕様で導入されました。
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このステップの実行前または実行中に、オプションで HTTP要求オブジェクトの属性を
介して、データを JSPページに使用することができます。 詳細は、次の「JSPページと
サーブレット間でのデータの受渡し」を参照してください。 

3. 引数として HTTP要求または応答オブジェクトを指定し、要求ディスパッチャの
include()または forward()メソッドを起動します。 次に例を示します。

rd.include(request, response);

または

rd.forward(request, response);

この 2つのメソッドの機能は、jsp:includeおよび jsp:forwardアクションと同じ
です。 include()メソッドでは、制御が一時的に移ります。その後、実行は起動側の
サーブレットに戻ります。 

forward()メソッドにより出力バッファが消去されるため注意してください。

JSPページとサーブレット間でのデータの受渡しページとサーブレット間でのデータの受渡しページとサーブレット間でのデータの受渡しページとサーブレット間でのデータの受渡し
前項「サーブレットからの JSPページの起動」では、要求ディスパッチャを介してサーブ
レットから JSPページを起動する場合に、オプションで HTTP要求オブジェクトを介して
データを渡せることを説明しました。

そのためには、次の 2通りのアプローチがあります。

� 要求ディスパッチャを取得するときに、name=valueのペアを含む「?」構文を使用し
て URLに問合せ文字列を追加できます。 

次に例を示します。

RequestDispatcher rd = 
       sc.getRequestDispatcher("/jsp/mypage.jsp?username=Smith");

ターゲット JSPページ（またはサーブレット）内では、暗黙的な requestオブジェク
トの getParameter()メソッドを使用して、この方法で設定したパラメータの値を取
得できます。

注意注意注意注意 :

� 要求オブジェクトと応答オブジェクトは、
javax.servlet.http.HttpServletクラスで指定されている
doGet()メソッドなど、標準サーブレット機能を使用して先に取得
されています。

� この機能は、サーブレット 2.1仕様で導入されました。
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� HTTP要求オブジェクトの setAttribute()メソッドを使用できます。 

次に例を示します。

request.setAttribute("username", "Smith");
RequestDispatcher rd = sc.getRequestDispatcher("/jsp/mypage.jsp");

ターゲット JSPページ（またはサーブレット）内では、暗黙的な requestオブジェク
トの getAttribute()メソッドを使用して、この方法で設定したパラメータの値を取
得できます。

JSPとサーブレットの相互作用の例とサーブレットの相互作用の例とサーブレットの相互作用の例とサーブレットの相互作用の例
この項では、前述した機能を使用する JSPページとサーブレットについて説明します。 JSP
ページ Jsp2Servlet.jspにはサーブレット MyServletが含まれており、このサーブ
レットには別の JSPページ welcome.jspが含まれています。

Jsp2Servlet.jspのコードのコードのコードのコード  

<HTML>
<HEAD> <TITLE> JSP Calling Servlet Demo </TITLE> </HEAD>
<BODY>
<!-- Forward processing to a servlet -->
<% request.setAttribute("empid", "1234"); %>
<jsp:include page="/servlet/MyServlet?user=Smith" flush="true"/>
</BODY>
</HTML>

MyServlet.javaのコードのコードのコードのコード  

import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.IOException;

注意注意注意注意 :

� この機能は、サーブレット 2.1仕様で導入されました。 サーブレット
2.1仕様とサーブレット 2.2仕様ではセマンティクスが異なることに注
意してください。サーブレット 2.1環境では、特定の属性を設定でき
るのは 1度のみです。

� jsp:paramタグのかわりに、この項で説明したメカニズムを使用し
て JSPページからサーブレットにデータを渡すことができます。
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public class MyServlet extends HttpServlet {

    public void doGet (HttpServletRequest request,
                       HttpServletResponse response) 
      throws IOException, ServletException {
      PrintWriter out= response.getWriter(); 
      out.println("<B><BR>User:" + request.getParameter("user"));
      out.println
          (", Employee number:" + request.getAttribute("empid") + "</B>");
      this.getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/welcome.jsp").
        include(request, response);
    }
}

welcome.jspのコードのコードのコードのコード  

<%-----------------------------------------------------------
   Copyright © 1999, Oracle Corporation. All rights reserved.
------------------------------------------------------------%>

<HTML>
<HEAD> <TITLE> The Welcome JSP  </TITLE> </HEAD>
<BODY>

<H3> Welcome! </H3>
<P><B> Today is <%= new java.util.Date() %>.  Have a nice day! </B></P>
</BODY>
</HTML>

JSPのリソース管理のリソース管理のリソース管理のリソース管理
javax.servlet.httpパッケージには、標準的なセッション・リソース管理メカニズムが
用意されています。 また、Oracleは、application、session、pageおよび requestリソースを
管理するための拡張機能を備えています。

標準的なセッション・リソース管理標準的なセッション・リソース管理標準的なセッション・リソース管理標準的なセッション・リソース管理 — HttpSessionBindingListener
JSPページでは、JDBC接続、文および ResultSetオブジェクトなど、実行中に取得するリ
ソースを適切に管理する必要があります。 標準の javax.servlet.httpパッケージには、
session有効範囲を持つリソースを管理できるように、HttpSessionBindingListenerイ
ンタフェースと HttpSessionBindingEventクラスが用意されています。 たとえば、この
メカニズムを介して、session有効範囲を持つ問合せ Beanは、インスタンス化されるときに
データベース・カーソルを取得し、HTTPセッションの終了時にカーソルをクローズできま
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す。 （3-19ページの「データベース・アクセスに関する JSPの初期サンプル」の例では、問
合せごとに接続をオープンし、クローズしているため、オーバーヘッドが増大します。）

この項では、HttpSessionBindingListenerの valueBound()および
valueUnbound()メソッドの使用方法について説明します。

valueBound()メソッドとメソッドとメソッドとメソッドと valueUnbound()メソッドメソッドメソッドメソッド
HttpSessionBindingListenerインタフェースを実装するオブジェクトは、
valueBound()メソッドと valueUnbound()メソッドを実装できます。この 2つのメソッ
ドは、それぞれ入力として HttpSessionBindingEventインスタンスを取ります。 この 2
つのメソッドは、サーブレット・コンテナによりコールされます。つまり、オブジェクトが
セッションに格納されるときには valueBound()メソッド、オブジェクトがセッションか
ら削除されるとき、またはセッションがタイムアウトになるか、無効になるときには
valueUnbound()メソッドがコールされます。 通常、開発者は valueUnbound()を使用し
て、オブジェクトが保持しているリソースを解放（後述の例では、データベース接続を解
放）します。

次の「JDBCQueryBeanの JavaBeansコード」では、HttpSessionBindingListenerを
実装するサンプル JavaBeansと、その Beanをコールするサンプル JSPページについて説明
します。 

JDBCQueryBeanのののの JavaBeansコードコードコードコード
次の例は、HttpSessionBindingListenerインタフェースを実装する JavaBeansである
JDBCQueryBeanのサンプル・コードを示しています。 （データベース接続には JDBC OCI
ドライバが使用されます。この例を自分で実行する場合は、適切な JDBCドライバと接続文
字列を使用してください。）

JDBCQueryBeanは、HTML要求を介して検索条件を取得し（3-14ページの
「UseJDBCQueryBeanの JSPページ」を参照）、検索条件に基づいて動的問合せを実行し、結
果を出力します。

注意注意注意注意 : Beanインスタンスは自分自身を HTTPセッション・オブジェクト
のイベント通知リストに登録する必要がありますが、jsp:useBean文で
はこの登録が自動的に処理されます。

注意注意注意注意 : OracleJSPには追加のリソース管理用の拡張機能があり、session
有効範囲を持つリソースのみでなく、page有効範囲、request有効範囲ま
たは application有効範囲を持つリソースを管理するように JavaBeansを
記述できます。 5-30ページの「OracleJSPのイベント処理 — 
JspScopeListener」を参照してください。
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また、このクラスでは、セッション終了時にデータベース接続をクローズする
valueUnbound()メソッド（HttpSessionBindingListenerインタフェース内で指定）
も実装されます。

package mybeans;

import java.sql.*;
import javax.servlet.http.*;

public class JDBCQueryBean implements HttpSessionBindingListener
{
  String searchCond = "";
  String result = null;
  
  public void JDBCQueryBean() {
  }
  
  public synchronized String getResult() {
    if (result != null) return result;
    else return runQuery();
  }
  
  public synchronized void setSearchCond(String cond) {
    result = null;
    this.searchCond = cond;
  }
  
  private Connection conn = null;
  
  private String runQuery() {
    StringBuffer sb = new StringBuffer(); 
    Statement stmt = null; 
    ResultSet rset = null;
    try {
      if (conn == null) {
        DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver());
        conn = DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:oci8:@",
                                           "scott", "tiger");

      }
      
      stmt = conn.createStatement();
      rset = stmt.executeQuery ("SELECT ename, sal FROM scott.emp "+ 
            (searchCond.equals("") ? "" : "WHERE " + searchCond ));
      result = formatResult(rset);
      return result;
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    } catch (SQLException e) { 
      return ("<P> SQL error: <PRE> " + e + " </PRE> </P>\n");
    }
    finally {
      try {
        if (rset != null) rset.close();
        if (stmt != null) stmt.close();
      }
      catch (SQLException ignored) {}
    }
  }
  
  private String formatResult(ResultSet rset) throws SQLException  {
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    if (!rset.next())    
      sb.append("<P> No matching rows.<P>\n");
    else {  
      sb.append("<UL><B>"); 
      do {  sb.append("<LI>" + rset.getString(1) + 
            " earns $ " + rset.getInt(2) + "</LI>\n");
      } while (rset.next());
      sb.append("</B></UL>"); 
    }
    return sb.toString();
  }
  
  public void valueBound(HttpSessionBindingEvent event) {
    // do nothing -- the session-scoped bean is already bound
  }
  
  public synchronized void valueUnbound(HttpSessionBindingEvent event) {
    try { 
      if (conn != null) conn.close();
    }
    catch (SQLException ignored) {}
  }
}
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UseJDBCQueryBeanのののの JSPページページページページ
次の JSPページでは、前項（「JDBCQueryBeanの JavaBeansコード」）で定義した
JDBCQueryBean JavaBeansを使用しています。起動時には、session有効範囲を指定して
います。 この Beanでは、ユーザーが入力した検索条件と一致する従業員名を表示するため
に、JDBCQueryBeanが使用されています。

JDBCQueryBeanは、この JSPページ内の jsp:setPropertyコマンドを介して検索条件
を取得します。この Beanの searchCondプロパティは、ユーザーが HTMLフォームを介
して入力した searchCond要求パラメータの値に従って設定されます。 （HTMLの INPUT
タグは、フォームに入力される検索条件の名前が searchCondになるように指定するタグ
です。）

<jsp:useBean id="queryBean" class="mybeans.JDBCQueryBean" scope="session" />
<jsp:setProperty name="queryBean" property="searchCond" />

<HTML>
<HEAD> <TITLE> The UseJDBCQueryBean JSP  </TITLE> </HEAD>
<BODY BGCOLOR="white">

<% String searchCondition = request.getParameter("searchCond"); 
   if (searchCondition != null) { %>
      <H3> Search results for : <I> <%= searchCondition %> </I> </H3>
      <%= queryBean.getResult() %>
      <HR><BR>
<% }  %>

<B>Enter a search condition for the EMP table:</B>

<FORM METHOD="get"> 
<INPUT TYPE="text" NAME="searchCond" VALUE="ename LIKE 'A%' " SIZE="40">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Ask Oracle">
</FORM>

</BODY>
</HTML>

注意注意注意注意 : 前述のコードは、あくまでもサンプルです。 大規模なWebアプリ
ケーション内でのデータベース接続プーリングの処理に適した方法である
とは限りません。
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次の例は、このページのサンプル入出力を示しています。

HttpSessionBindingListenerのメリットのメリットのメリットのメリット
前述の例では、HttpSessionBindingListenerメカニズムのかわりに、JavaBeansの
finalizeメソッド内で接続がクローズされます。 finalizeメソッドは、セッション終了
後に Beanのガベージが収集されるときにコールされます。 ただし、finalizeメソッドに
比べると、HttpSessionBindingListenerインタフェースの動作は予測可能です。 ガ
ベージ・コレクションの頻度は、アプリケーションのメモリー消費パターンに応じて異なり
ます。 これに対して、HttpSessionBindingListenerインタフェースの
valueUnbound()メソッドは、セッション終了時に確実にコールされます。

リソース管理のためのリソース管理のためのリソース管理のためのリソース管理のための Oracleの拡張機能の概要の拡張機能の概要の拡張機能の概要の拡張機能の概要
Oracleには、pageおよび requestリソースのみでなく、applicationおよび sessionリソース
を管理できるように、次の拡張機能が用意されています。

� JspScopeListener — application、session、pageまたは requestのリソース管理用

詳細は、5-30ページの「OracleJSPのイベント処理 — JspScopeListener」を参照してく
ださい。

� globals.jsa applicationおよび sessionイベント — 通常は Apache/JServなどのサー
ブレット 2.0環境における、applicationと sessionのイベントの開始および終了用

詳細は、5-39ページの「globals.jsaのイベント・ハンドラ」を参照してください。
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JSPのランタイム・エラー処理のランタイム・エラー処理のランタイム・エラー処理のランタイム・エラー処理
JSPページが実行され、クライアント要求が処理される間に、ページの内側または外側
（コール側 JavaBeans内など）でランタイム・エラーが発生することがあります。 この項で
は、単純な例を挙げて JSPのエラー処理メカニズムについて説明します。

JSPエラー・ページの使用エラー・ページの使用エラー・ページの使用エラー・ページの使用
JSPページの実行中に発生するランタイム・エラーは、いずれも標準の Java例外メカニズム
を使用して次のどちらかの方法で処理されます。

� 標準の Java例外処理コードを使用して、JSPページ自体に含まれる Javaスクリプトレッ
ト内で例外を捕捉し、処理できます。 

� JSPページ内で捕捉しなかった例外があると、要求と未捕捉の例外がエラー・ページに
転送されます。 JSPエラーの処理には、この方法をお薦めします。

発信側 JSPページ内で pageディレクティブの errorPageパラメータを設定し、エラー・
ページの URLを指定できます。 （pageディレクティブなど、JSPディレクティブの概要は、
1-9ページの「ディレクティブ」を参照してください。）

サーブレット 2.2環境では、次のような指示を使用して、web.xmlディプロイメント・ディ
スクリプタ内でデフォルトのエラー・ページを指定することもできます。

<error-page>
   <error-code>404</error-code>
   <location>/error404.html</location>
</error-page>

（デフォルトのエラー・ページの詳細は、Sun Microsystemsの『Java Servlet Specification, 
Version 2.2』を参照してください。）

エラー・ページの pageディレクティブでは、isErrorPageパラメータを trueに設定す
る必要があります。

エラーを記述する例外オブジェクトは、暗黙的な exceptionオブジェクトを介してエ
ラー・ページ内でアクセスできる java.lang.Exceptionインスタンスです。 

暗黙的な exceptionオブジェクトにアクセスできるのは、エラー・ページのみです。 
（exceptionオブジェクトなど、JSPの暗黙的オブジェクトの詳細は、1-14ページの「暗黙
的オブジェクト」を参照してください。）

エラー・ページの使用例については、次の「JSPエラー・ページの例」を参照してください。
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JSPエラー・ページの例エラー・ページの例エラー・ページの例エラー・ページの例
次の例の nullpointer.jspでは、エラーが生成され、エラー・ページ myerror.jspを
使用して暗黙的な exceptionオブジェクトのコンテンツが出力されます。 

nullpointer.jspのコードのコードのコードのコード  

<HTML>
<BODY>
<%@ page errorPage="myerror.jsp" %>
Null pointer is generated below:
<%
   String s=null;
   s.length();
%>
</BODY>
</HTML>

myerror.jspのコードのコードのコードのコード  

<HTML>
<BODY>
<%@ page isErrorPage="true" %>
Here is your error:
<%= exception %>
</BODY>
</HTML>

注意注意注意注意 : JSP 1.1仕様には、JSPメカニズムを介して処理できる例外タイプ
に関して曖昧な点があります。 

OracleJSPトランスレータにより生成されるページ実装クラスでは、
java.lang.Exceptionクラスまたはサブクラスのインスタンスを処理
できますが、java.lang.Throwableクラスや Exception以外のサブ
クラスのインスタンスは処理できません。 Throwableインスタンスは、
OracleJSPコンテナによりサーブレット・コンテナに発生します。

この曖昧さは、JSP 1.2仕様で対処される予定です。 OracleJSPの動作は、
今後のリリースで適切に修正されます。
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この例の出力は次のようになります。

注意注意注意注意 : 処理がエラー・ページに転送される場合、nullpointer.jspの
行「Null pointer is generated below:」は出力されません。 これは、JSPの
「挿入」機能と「転送」機能の違いを示しています。「転送」の場合は、
「転送先」ページからの出力で「転送元」ページからの出力が置換されま
す。
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データベース・アクセスに関するデータベース・アクセスに関するデータベース・アクセスに関するデータベース・アクセスに関する JSPの初期サンプルの初期サンプルの初期サンプルの初期サンプル
第 1章「概要」では単純な JSPの例を示しましたが、OracleJSPを使用して、Oracleデータ
ベースへアクセスすることももちろん可能です。 この項では、JSPページ内で標準 JDBC
コードを使用して問合せを実行する、より重要な例について説明します。

JDBC APIは Javaインタフェースのセットにすぎないため、JavaServer Pagesテクノロジで
は JSPスクリプトレット内での使用が直接サポートされます。

次の例では、ユーザーが HTMLフォームを介して入力（ボックスに入力して「Ask 
Oracle」ボタンをクリック）した検索条件から、問合せを動的に作成しています。 指定し
た問合せを実行するために、JSP宣言内で定義されたメソッド runQuery()で JDBCコード
を使用します。 また、JSP宣言内では、出力を生成するための formatResult()メソッド
も定義されています。 runQuery()メソッドは、パスワード tigerで scottスキーマを使
用します。 （問合せは動的に生成されるため、SQLJのかわりに JDBCが使用されます。 SQLJ
は静的 SQL用です。）

HTMLの INPUTタグは、フォームに入力される文字列の名前が condになるように指定す
るタグです。 したがって、condは、このHTTP要求の暗黙的な requestオブジェクトの
getParameter()メソッドの入力パラメータおよび runQuery()メソッド（cond文字列
を問合せの WHERE句に挿入するメソッド）の入力パラメータでもあります。 

注意注意注意注意 :

� Oracle JDBCには、代替ドライバとして以下に示すドライバが用意さ
れています。
1）Oracleクライアント・インストール用の JDBC OCIドライバ
2）事実上どんなクライアント（アプレットなど）でも使用できる

100% Javaの JDBC Thinドライバ
3）ある Oracleデータベースに別の Oracleデータベースからアクセス
するサーバー側 JDBC Thinドライバ

4）Javaコードを実行中のデータベースに（Javaストアド・プロシー
ジャや Enterprise JavaBeansなどから）アクセスするサーバー側
JDBC内部ドライバ
Oracle JDBCの詳細は、『Oracle8i JDBC 開発者ガイドおよびリ
ファレンス』を参照してください。

� OracleJSPでは、静的な SQL操作用の SQLJ（Javaの埋込み SQL）もサ
ポートされ、データベース・アクセス用のカスタム JavaBeansとカス
タム SQLタグが用意されています。 これらの機能については、第 5章
「OracleJSPの拡張機能」を参照してください。
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<%@ page language="java" import="java.sql.*" %>

<HTML>
<HEAD> <TITLE> The JDBCQuery JSP  </TITLE> </HEAD>
<BODY BGCOLOR="white">

<% String searchCondition = request.getParameter("cond"); 
   if (searchCondition != null) { %>
      <H3> Search results for  <I> <%= searchCondition %> </I> </H3>
      <B> <%= runQuery(searchCondition) %> </B> <HR><BR>
<% }  %>
<B>Enter a search condition:</B>
<FORM METHOD="get"> 
<INPUT TYPE="text" NAME="cond" SIZE=30>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Ask Oracle");
</FORM>
</BODY>
</HTML>

<%-- Declare and define the runQuery() method. --%>
<%! private String runQuery(String cond) throws SQLException {
     Connection conn = null; 
     Statement stmt = null; 
     ResultSet rset = null; 
     try {
        DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver());
        conn = DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:oci8:@",
                                           "scott", "tiger");
        stmt = conn.createStatement();
        // dynamic query
        rset = stmt.executeQuery ("SELECT ename, sal FROM scott.emp "+ 
                           (cond.equals("") ? "" : "WHERE " + cond ));
       return (formatResult(rset));
     } catch (SQLException e) { 
         return ("<P> SQL error: <PRE> " + e + " </PRE> </P>\n");
     } finally {

注意注意注意注意 :

� この例のもう 1つのアプローチは、runQuery()メソッドを
<%!...%>宣言構文のかわりに <%...%>スクリプトレット構文で定
義することです。

� この例では、Oracleクライアントのインストールを必要とする JDBC 
OCIドライバを使用しています。 このサンプルを実行する場合は、適
切な JDBCドライバと接続文字列を使用してください。
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         if (rset!= null) rset.close(); 
         if (stmt!= null) stmt.close();
         if (conn!= null) conn.close();
     }
  }
  private String formatResult(ResultSet rset) throws SQLException {
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    if (!rset.next())
      sb.append("<P> No matching rows.<P>\n");
    else {  sb.append("<UL>"); 
            do {  sb.append("<LI>" + rset.getString(1) + 
                            " earns $ " + rset.getInt(2) + ".</LI>\n");
            } while (rset.next());
           sb.append("</UL>"); 
    }
    return sb.toString();
  }
%>

次の図は、サンプル入出力を示しています。
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                                                            重要な考慮事
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重要な考慮事項重要な考慮事項重要な考慮事項重要な考慮事項

この章では、プログラミング、構成およびランタイムの重要な考慮事項と、特定の実行環境
に関する特記事項について説明します。

説明するトピックは、次のとおりです。

� 一般的な JSPのプログラミング方法、ヒントおよび注意事項

� OracleJSPの構成上の重要な問題

� OracleJSPのランタイムの考慮事項（非 OSEのみ）

� Oracle Servlet Engineに関する考慮事項

� Apache/JServサーブレット環境に関する考慮事項
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一般的な JSPのプログラミング方法、ヒントおよび注意事項
一般的な一般的な一般的な一般的な JSPのプログラミング方法、ヒントおよび注意事項のプログラミング方法、ヒントおよび注意事項のプログラミング方法、ヒントおよび注意事項のプログラミング方法、ヒントおよび注意事項
この項では、OracleJSPコンテナ内で実行される JSPページのプログラミング時の考慮事項
について、ターゲット環境に関係なく説明します。

JavaBeansとスクリプトレットとスクリプトレットとスクリプトレットとスクリプトレット
JavaServer Pagesテクノロジの重要なメリットについては、1-4ページの「ページ表現とビ
ジネス・ロジックの分離 - JavaBeansのコール」を参照してください。 ビジネス・ロジックを
含み、動的コンテンツを決定する Javaコードを、要求処理、表現ロジックおよび静的コン
テンツを含む HTMLコードから分離できます。 このように分離することで、HTMLのエキ
スパートは JSPページ自体の表現ロジックに専念し、Javaのエキスパートは JSPページから
コールされる JavaBeansのビジネス・ロジックに専念できます。

典型的な JSPページには、Javaコードの単純な断片のみが含まれています。これは、通常は
要求の処理や表現のための Javaの機能です。 3-19ページの「データベース・アクセスに関す
る JSPの初期サンプル」に示したサンプル・ページは、具体例ではありますが理想的な設計
とはいえません。 このサンプルの runQuery()メソッドに使用されるようなデータベース・
アクセスは、通常は JavaBeansで使用する方が適切です。 ただし、サンプルの
formatResult()メソッドは、出力をフォーマットするもので、JSPページ自体に使用す
る方が適切です。 

JSPページにおけるページにおけるページにおけるページにおける Enterprise JavaBeansの使用の使用の使用の使用
JSPページで Enterprise JavaBeans（EJB）を使用するには、次のどちらかのアプローチを選
択します。

� EJB用の JavaBeansラッパーを使用して、他の JavaBeansの場合と同様に JSPページから
JavaBeansコールします。

� EJBを JSPページから直接コールします。

この項では、JSPページから EJBをコールする例を 2つ示します。一方の例では JSPページ
が中間層環境で実行され、他方の例では Oracle Servlet Engine内で実行されます。

この 2つの例は、Oracle Servlet Engineを使用する重要なメリットを示しています。

Oracle EJB実装の概要は、『Oracle8i Enterprise JavaBeans開発者ガイドおよびリファレン
ス』を参照してください。

注意注意注意注意 : この項のトピックのみでなく、OracleJSPの変換と配布に関する問
題と動作にも注意する必要があります。 第 6章「JSPの変換と配布」を参
照してください。
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中間層の中間層の中間層の中間層の JSPページからのページからのページからのページからの EJBのコールのコールのコールのコール
次の JSPページは、Oracle Internet Application Serverのような中間層環境から EJBをコー
ルします。 この場合、サービスの URLは sess_iiop://localhost:2481:ORCLとして
指定されています（独自のホスト名、IIOPポート番号および Oracleインスタンス名を使用
するには、修正が必要な場合があります）。 JNDIのネーミング・コンテキストは new 
InitialContext(env)構成を介して設定されており、envはこのコンテキストのパラ
メータを定義するハッシュ表です。 初期コンテキスト（ic）が作成されると、コードはサー
ビス URLと EJBの JNDI名を使用して EJBのホーム・オブジェクトを検索します。

EmployeeHome home = (EmployeeHome) ic.lookup (surl + "/test/employeeBean");

次に、home.create()メソッドがコールされて Beanのインスタンスが作成され、Beanの
query()メソッドがコールされて、JSPページのHTMLフォームを介して番号が入力され
た従業員の氏名と給与額が取得されます。

次にサンプル・コードを示します。

<HTML>
<%@ page import="employee.Employee, employee.EmployeeHome,
employee.EmpRecord, oracle.aurora.jndi.sess_iiop.ServiceCtx,
javax.naming.Context, javax.naming.InitialContext, java.util.Hashtable"
%>

<HEAD> <TITLE> The CallEJB JSP  </TITLE> </HEAD>
<BODY BGCOLOR="white">
<BR>
<%  String empNum = request.getParameter("empNum");
    String surl = request.getParameter("surl");
    if (empNum != null) {
      try {
          Hashtable env = new Hashtable();
          env.put(Context.URL_PKG_PREFIXES, "oracle.aurora.jndi");
          env.put(Context.SECURITY_PRINCIPAL, "scott");
          env.put(Context.SECURITY_CREDENTIALS, "tiger");
          env.put(Context.SECURITY_AUTHENTICATION,
                  ServiceCtx.NON_SSL_LOGIN);
          Context ic = new InitialContext (env);
          EmployeeHome home = (EmployeeHome)ic.lookup (surl +
                           "/test/employeeBean");
          Employee testBean = home.create();
          EmpRecord empRec = testBean.query (Integer.parseInt(empNum));

%>
<h2><BLOCKQUOTE><BIG><PRE>
        Hello, I'm an EJB in Oracle8i.
        Employee <%= empRec.ename %> earns $ <%= empRec.sal %>
<%  } catch (Exception e) { %>
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        Error occurred: <%= e %>
<%   }
   } %>
</PRE></BIG></BLOCKQUOTE></h2>
      <HR>

<P><B>Enter an employee number and EJB service URL:</B></P>
<FORM METHOD=get>
<INPUT TYPE=text NAME="empNum" SIZE=10 value="7654">
<INPUT TYPE=text NAME="surl" SIZE=40 value="sess_iiop://localhost:2481:ORCL">
<INPUT TYPE=submit VALUE="Ask Oracle">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

Oracle Servlet Engine内の内の内の内の JSPページからのページからのページからのページからの EJBのコールのコールのコールのコール
JSPページを Oracle8iの Oracle Servlet Engineに配布すると、EJBの検索と起動がはるかに
簡略化され、高度に最適化されます。 この場合、Beanの検索は Oracle8iの JNDIネームス
ペース内でローカルに実行されます。 サービスの URLを明示的に指定する必要はありませ
ん。 ネーミング・コンテキストは、カレント・セッション用に次のような単純なコールで初
期化されます。

Context ic = new InitialContext();

中間層の例とは異なり、この場合のコンストラクタには引数が不要なので注意してくださ
い。 Beanは、その JNDI名のみを使用して（サービスの URLを使用せずに）検索されます。

EmployeeHome home = (EmployeeHome)ic.lookup ("/test/employeeBean");

次にサンプル・コードを示します。

<HTML>
<%@ page import="employee.Employee, employee.EmployeeHome,
employee.EmpRecord, oracle.aurora.jndi.sess_iiop.ServiceCtx,
javax.naming.Context, javax.naming.InitialContext,
java.util.Hashtable"  %>

<HEAD> <TITLE> The CallEJB JSP  </TITLE> </HEAD>
<BODY BGCOLOR="white">
<BR>
<%  String empNum = request.getParameter("empNum");
    if (empNum != null) {
      try {
        Context ic = new InitialContext();
        EmployeeHome home = (EmployeeHome)ic.lookup("/test/employeeBean");
        Employee testBean = home.create();
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        EmpRecord empRec =  testBean.query (Integer.parseInt(empNum));
%>
<h2><BLOCKQUOTE><BIG><PRE>
        Hello, I'm an EJB in Oracle8i.
        Employee <%= empRec.ename %> earns $ <%= empRec.sal %>
<%  } catch (Exception e) { %>
        Error occurred: <%= e %>
<%  }
  } %>
</PRE></BIG></BLOCKQUOTE></h2>
      <HR>

<P><B>Enter an employee number URL:</B></P>
<FORM METHOD=get>
<INPUT TYPE=text NAME="empNum" SIZE=10 value="7654">
<INPUT TYPE=submit VALUE="Ask Oracle">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

JDBCのパフォーマンス強化機能の使用のパフォーマンス強化機能の使用のパフォーマンス強化機能の使用のパフォーマンス強化機能の使用
OracleJSPにより実行される JSPアプリケーションでは、次のパフォーマンス強化機能を使
用できます。

� データベース接続のキャッシュ（Oracleの拡張機能を使用）

� JDBC文のキャッシュ（Oracleの拡張機能を使用）

� 文のバッチ更新（Oracleの拡張機能を使用）

� 問合せ中の行のプリフェッチ（Oracleの拡張機能を使用）

� 行セットのキャッシュ（Sun Microsystemsの拡張機能を使用）

これらのパフォーマンス機能のほとんどは、ConnBeanおよび ConnCacheBean  
Database-Access JavaBeansでサポートされます（ただし、DBBeanではサポートされませ
ん）。これらの Beanについては、5-12ページの「Oracle Database-Access JavaBeans」を参
照してください。

データベース接続のキャッシュデータベース接続のキャッシュデータベース接続のキャッシュデータベース接続のキャッシュ
新規データベース接続の作成は高コストの操作であり、できるだけ回避する必要がありま
す。 かわりに、データベース接続のキャッシュを使用してください。 JSPアプリケーション
は、物理接続の既存のプールから論理接続を取得し、終了後にプールに戻すことができま
す。
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接続プールの作成時には、application、session、pageまたは requestという 4つの
JSP有効範囲のいずれか 1つを指定できます。 最も効率的なのは、最大限の有効範囲を使用
する方法です。つまり、Webサーバーにより許可されている場合は application有効範
囲、許可されていない場合は session有効範囲を使用します。 

Oracle JDBC接続キャッシュ・スキーマは、JDBC 2.0標準拡張機能で指定された標準接続
プーリングに基づいて構築されており、OracleJSPで提供される ConnCacheBean 
Database-Access JavaBeans内で実装されます。 ほとんどの OracleJSP開発者は、この方法で
接続キャッシュを使用します。 詳細は、5-15ページの「接続キャッシュ用の
ConnCacheBean」を参照してください。

また、次の例のように、Oracle JDBCの OracleConnectionCacheImplクラスを、
JavaBeansであるかのように直接使用することもできます（ただし、すべての
OracleConnectionCacheImpl機能は ConnCacheBeanを介して使用できます）。

<jsp:useBean id="occi" class="oracle.jdbc.pool.OracleConnectionCacheImpl"
             scope="session" />

これと同じプロパティを、ConnCacheBeanの場合と同様に
OracleConnectionCacheImplでも使用できます。 どちらも、jsp:setProperty文を介
して、またはクラスの設定メソッドを介して直接設定できます。

OracleConnectionCacheImplを直接使用する例は、9-16ページの「接続キャッシュ — 
ConnCache3.jspおよび ConnCache1.jsp」を参照してください。

Oracle JDBCの接続キャッシュ・スキームと OracleConnectionCacheImplクラスの詳細
は、『Oracle8i JDBC 開発者ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

JDBC文のキャッシュ文のキャッシュ文のキャッシュ文のキャッシュ
文のキャッシュは、リリース 8.1.7で使用可能な Oracle JDBCの拡張機能です。この機能に
より、ループ内や繰り返しコールされるメソッド内など、1つの物理接続で繰り返し使用さ
れる実行文をキャッシュしてパフォーマンスを改善できます。 文をキャッシュすると、
キャッシュされた文を再び解析したり、文オブジェクトを再作成したり、文が実行されるた
びにパラメータのサイズ定義を再計算する必要はありません。

Oracle JDBCの文のキャッシュ・スキームは、OracleJSPで提供される ConnBeanおよび
ConnCacheBean Database-Access JavaBeans内で実装されます。 これらの各 Beanは
stmtCacheSizeプロパティを持ち、jsp:setProperty文または Beanの
setStmtCacheSize()メソッドを介して設定できます。 詳細は、5-13ページの「データ
ベース接続用の ConnBean」および 5-15ページの「接続キャッシュ用の ConnCacheBean」
を参照してください。

文のキャッシュは、Oracle JDBCの OracleConnectionおよび
OracleConnectionCacheImplクラスを介して直接使用することもできます。 Oracle 
JDBCの文キャッシュ・スキームと OracleConnectionおよび
OracleConnectionCacheImplクラスの詳細は、『Oracle8i JDBC 開発者ガイドおよびリ
ファレンス』を参照してください。
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バッチ更新バッチ更新バッチ更新バッチ更新
Oracle JDBCのバッチ更新機能により、プリコンパイルされた各 SQL文オブジェクトにバッ
チ値（制限）が対応付けられます。 バッチ更新を使用すると、プリコンパイルされた SQL文
は executeBatch()メソッドがコールされるたびに JDBCドライバにより実行されるかわ
りに、累積された実行要求のバッチに追加されます。 ドライバは、バッチ値に達すると、す
べての操作をデータベースに渡して実行させます。 たとえば、バッチ値が 10であれば、10
の操作からなる各バッチが一度にデータベースに送信されて処理されます。

OracleJSPでは、Oracle JDBCのバッチ更新が ConnBean Database-Access JavaBeansの
executeBatchプロパティを介して直接サポートされます。 このプロパティは、
jsp:setProperty文または Beanの設定メソッドを介して設定できます。 かわりに
ConnCacheBeanを使用する場合は、作成する接続オブジェクトと文オブジェクト内で
Oracle JDBC機能を介してバッチ更新を有効化できます。 これらの JavaBeansの詳細は、
5-13ページの「データベース接続用の ConnBean」および 5-15ページの「接続キャッシュ用
の ConnCacheBean」を参照してください。

Oracle JDBCのバッチ更新の詳細は、『Oracle8i JDBC 開発者ガイドおよびリファレンス』を
参照してください。

行のプリフェッチ行のプリフェッチ行のプリフェッチ行のプリフェッチ
Oracle JDBCの行のプリフェッチ機能を使用すると、結果セットが問合せ中に移入される間
に、データベースへの各トリップ中にクライアントにプリフェッチされる行数を設定し、
サーバーへのラウンドトリップ数を削減できます。

OracleJSPでは、Oracle JDBCの行のプリフェッチが ConnBean Database-Access JavaBeans
の preFetchプロパティを介して直接サポートされます。 このプロパティは、
jsp:setProperty文または Beanの設定メソッドを介して設定できます。 かわりに
ConnCacheBeanを使用する場合は、作成する接続オブジェクトと文オブジェクト内で
Oracle JDBC機能を介して行のプリフェッチを有効化できます。 これらの JavaBeansの詳細
は、5-13ページの「データベース接続用の ConnBean」および 5-15ページの「接続キャッ
シュ用の ConnCacheBean」を参照してください。

Oracle JDBCの行のプリフェッチの詳細は、『Oracle8i JDBC 開発者ガイドおよびリファレン
ス』を参照してください。

重要重要重要重要 : 文をキャッシュできるのは、単一の物理接続内のみです。 接続
キャッシュ用に文キャッシュを使用可能にすると、単一のプーリングされ
た接続オブジェクトからの複数の論理接続オブジェクトに対して文を
キャッシュできますが、複数のプーリングされた接続オブジェクトに対し
てキャッシュすることはできません。
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行セットのキャッシュ行セットのキャッシュ行セットのキャッシュ行セットのキャッシュ
キャッシュされた行セットにより、データベースから取得されるデータ用のシリアライズ可
能でスクロール可能な非接続コンテナが提供されます。 この機能は、あまり変更しない少数
のデータ・セット、特にクライアントが頻繁に情報を要求したり、継続的に情報にアクセス
する場合に役立ちます。 これに対して、通常の結果セットを使用するには、基礎となる接続
や他のリソースを保持する必要があります。 ただし、大量にキャッシュされた行セットはク
ライアント上で大量のメモリーを消費するため注意してください。

リリース 8.1.7時点では、Oracle JDBCにはキャッシュされた行セットの実装は用意されてい
ませんが、Sun Microsystemsからリファレンス実装を入手できます。 Sun Microsystemsの
Webサイトからファイル rowset.jarをダウンロードし、Webサーバーの CLASSPATH
に挿入して、パッケージ sun.jdbc.rowset.*をコードにインポートしてください。 次に、
コードを使用し、次の例のようにキャッシュされた行セットを作成して移入します。

CachedRowSet crs = new CachedRowSet();
crs.populate(rset); // rset is a previously created JDBC ResultSet object.

行セットの移入後は、元の結果セットの取得時に使用した接続オブジェクトと文オブジェク
トをクローズできます。

静的挿入と動的挿入静的挿入と動的挿入静的挿入と動的挿入静的挿入と動的挿入
1-9ページの「ディレクティブ」で説明した includeディレクティブは、挿入ページのコ
ピーを作成し、変換中に JSPページ（「挿入先ページ」）にコピーします。 これは静的挿入
（または変換時挿入）と呼ばれ、次の構文が使用されます。

<%@ include file="/jsp/userinfopage.jsp" %>

1-16ページの「JSPのアクションと <jsp: >タグ・セット」で説明した jsp:includeアク
ションでは、挿入ページからの出力が実行時に挿入先ページの出力に動的に挿入されます。 
これは動的挿入（またはランタイム挿入）と呼ばれ、次の構文が使用されます。

<jsp:include page="/jsp/userinfopage.jsp" flush="true" />

C構文をよく理解しているユーザーにとっては、静的挿入は #include文に似ています。 動
的挿入はファンクション・コールに似ています。 どちらも便利ですが、その用途に違いがあ
ります。

注意注意注意注意 : 静的挿入も動的挿入も、使用できるのは同じサーブレット・コン
テキスト内のみです。
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静的挿入のロジスティック静的挿入のロジスティック静的挿入のロジスティック静的挿入のロジスティック
静的挿入では、変換中に挿入ページのテキストが（includeディレクティブの位置で）挿
入先ページに物理的にコピーされるかのように、挿入先 JSPページに関して生成されるコー
ドのサイズが大きくなります。 挿入先ページにページが複数回挿入される場合は、複数のコ
ピーが作成されます。

静的に挿入される JSPページは、独立した変換可能エンティティでなくてもかまいません。 
この JSPページは、単に、挿入先ページにコピーされるテキストで構成されます。 挿入テキ
ストがコピーされた挿入先ページは、変換可能である必要があります。 また、実際には、挿
入ページがコピーされる前は、挿入先ページは変換可能でなくてもかまいません。 静的に挿
入されるページの順序によっては、それぞれを単体でない断片部分に分割できます。

動的挿入のロジスティック動的挿入のロジスティック動的挿入のロジスティック動的挿入のロジスティック
動的挿入では、挿入先ページ用に生成されるコードのサイズが大幅に増大することはありま
せんが、要求ディスパッチャなどを対象とするメソッドのコールが追加されます。 動的挿入
では、挿入ページのテキストが挿入先ページに物理的にコピーされるのに対して、ランタイ
ム処理が挿入先ページから挿入ページに切り替わります。

動的挿入では、処理のオーバーヘッドが増大し、要求ディスパッチャへの追加コールが必要
になります。

動的に挿入されるページは、独立したエンティティとして単独で変換して実行できる必要が
あります。 同様に、挿入先ページも、独立したエンティティとして、動的挿入なしで変換し
て実行できる必要があります。

メリット、デメリットおよび典型的な使用方法メリット、デメリットおよび典型的な使用方法メリット、デメリットおよび典型的な使用方法メリット、デメリットおよび典型的な使用方法
静的挿入はページ・サイズに影響し、動的挿入は処理のオーバーヘッドに影響します。 静的
挿入では、動的挿入に必要な要求ディスパッチャのオーバーヘッドは回避されますが、大量
のファイルが関与する場合は問題が生じることがあります。 （生成されるページの実装クラ
スのサービス・メソッドには、64KBのサイズ制限があります。4-12ページの「JSPページ
の大量の静的コンテンツに関する回避策」を参照してください。）

また、静的挿入を過剰に使用すると、JSPページのデバッグが困難になり、プログラムの実
行をトレースしにくくなることもあります。 静的に挿入されるページ間では、微妙な相互依
存性を回避してください。

通常、静的挿入は、コンテンツが複数の JSPページで繰り返し使用される小さいファイルの
挿入に使用します。たとえば、次のような場合に使用します。

� アプリケーションの各ページの最上部または最下部に、ロゴや著作権メッセージを静的
に挿入する場合 

� 複数ページに必要な宣言やディレクティブ（Javaクラスのインポートなど）を含むペー
ジを静的に挿入する場合
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� アプリケーションの各ページからセントラル・ステータス・チェッカ・ページを静的に
挿入する場合 （4-11ページの「セントラル・チェッカ・ページの使用」を参照）

動的挿入は、モジュール形式のプログラミングに役立ちます。 1つのページが単独で実行さ
れる場合と、他のページの出力の一部を生成するために使用される場合があります。 動的に
挿入されたページは複数の挿入先ページで再使用でき、挿入先ページのサイズは増大しませ
ん。

JSPタグ・ライブラリの作成と使用を検討する場合タグ・ライブラリの作成と使用を検討する場合タグ・ライブラリの作成と使用を検討する場合タグ・ライブラリの作成と使用を検討する場合
状況によっては、開発チームによるカスタム・タグの作成と使用の検討が必要となる場合が
あります。 特に、次の状況を考慮してください。

� 他の方法では、JSPページに出力の表現とフォーマットに関する大量の Javaロジックを
挿入する必要がある場合

� JSP出力に特別な操作やリダイレクションが必要な場合

Java構文の置換構文の置換構文の置換構文の置換
JSP開発者は、Javaのプログラミング経験があるとは限らないため、JSP出力の表現と
フォーマットを指定するロジックなど、ページ内の Javaロジックをコーディングする作業
の担当者候補としては理想的でない場合があります。 

このような場合は、JSPタグ・ライブラリが役立つ可能性があります。 多数の JSPページが
出力の生成時にこのようなロジックを必要とする場合は、JSP開発者にとって Javaロジック
を置換するタグ・ライブラリがあれば非常に便利です。

その一例が、OracleJSPで提供される JMLサンプル・タグ・ライブラリです。 このライブラ
リには、Javaのループと条件と同等のロジックをサポートするタグが含まれています。 （詳
細は、7-18ページの「JSPマークアップ言語（JML）のサンプル・タグ・ライブラリの概要」
を参照してください。）

JSP出力の操作またはリダイレクト出力の操作またはリダイレクト出力の操作またはリダイレクト出力の操作またはリダイレクト
カスタム・タグに共通するもう 1つの状況は、応答出力の特殊なランタイム処理が必要な場
合です。 目的の機能性を得るには、余分な処理ステップや、ブラウザ以外への出力のリダイ
レクションが必要となる可能性があります。

その一例が、出力がブラウザではなくログ・ファイルにリダイレクトされるテキスト本体を
囲むために、カスタム・タグを作成するステップです。次にこの例を示します（custはタ
グ・ライブラリの接頭辞、logはライブラリのタグの 1つです）。

<cust:log>
   Today is <%= new java.util.Date() %>
   Text to log.
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   More text to log.
   Still more text to log.
</cust:log>

タグ本体の処理については、7-4ページの「タグ・ハンドラ」を参照してください。

セントラル・チェッカ・ページの使用セントラル・チェッカ・ページの使用セントラル・チェッカ・ページの使用セントラル・チェッカ・ページの使用
JSPアプリケーション全般の管理または監視用に、アプリケーション内の各ページから挿入
するセントラル・チェッカ・ページを使用すると役立つ場合があります。セントラル・
チェッカ・ページでは、各ページの実行中に次のようなタスクを実行できます。

� セッション・ステータスのチェック

� ログイン・ステータスのチェック（有効なログインが実行されたかどうかを調べるため
の cookieのチェックなど）

� 使用プロファイルのチェック（マウスのクリックやページへのアクセスなど、必要なイ
ベントを記録するためにロギング・メカニズムが実装されている場合）

その他にも、様々な用途が考えられます。

たとえば、HttpSessionBindingListenerインタフェースを実装するセッション・
チェッカ・クラス MySessionCheckerを考えます。 （3-10ページの「標準的なセッショ
ン・リソース管理 — HttpSessionBindingListener」を参照してください。）

public class MySessionChecker implements HttpSessionBindingListener
{
   ...
   
   valueBound(HttpSessionBindingEvent event)
   {...}
   
   valueUnbound(HttpSessionBindingEvent event)
   {...}
   
   ...
}

次のような要素を含む centralcheck.jspなどのチェッカ JSPページを作成できます。

<jsp:useBean id="sessioncheck" class="MySessionChecker" scope="session" />

centralcheck.jspを含むどのページでも、sessioncheckが（セッションの終了時に）
有効範囲外になるとすぐに、サーブレット・コンテナは MySessionCheckerクラスに実装
されている valueUnbound()メソッドをコールします。 これは、セッション・リソースを
管理するためです。 centralcheck.jspは、アプリケーションの各 JSPページの末尾に挿
入できます。
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JSPページの大量の静的コンテンツに関する回避策ページの大量の静的コンテンツに関する回避策ページの大量の静的コンテンツに関する回避策ページの大量の静的コンテンツに関する回避策
JSPページに大量の静的コンテンツ（特に、実行時に変化するコンテンツを持たない大量の
HTMLコード）が含まれていると、変換速度や実行速度が低下することがあります。

この場合は、主に次の 2つの回避策があります（どちらの回避策でも変換が高速になりま
す）。

� 静的 HTMLを別個のファイルに格納し、動的 includeコマンド（jsp:include）を
使用して、出力を実行時に JSPページの出力に挿入します。 jsp:includeコマンドの
詳細は、1-16ページの「JSPのアクションと <jsp: >タグ・セット」を参照してくださ
い。

� 静的 HTMLを Javaリソース・ファイルに格納します。

external_resource構成パラメータを有効化すると、この処理が OracleJSPにより実
行されます。 このパラメータについては、A-13ページの「OracleJSPの構成パラメータ
（非 OSE）」を参照してください。 

Oracle8iに配布する場合は、ojspc事前変換ツールの -extresおよび -hotloadオプ
ションと、publishjspセッション・シェル・コマンドの -hotloadオプションでも
この機能を実行できます。

また、可能性は低いものの、大量の静的コンテンツを含む JSPページで問題になるのは、ほ
とんど（すべてではない）の JVMでは 1つのメソッド内のコードに 64KBというサイズ制限
が適用されることです。 javacではコンパイルできますが、JVMでは実行できません。 JSP
トランスレータの実装によっては、実際に JSPページのソース・ファイル全体から生成され
る Javaコードは、ページ実装クラスのサービス・メソッドとなるため、これが JSPページ
の問題になる可能性があります。 （Javaコードは静的 HTMLをブラウザに出力する目的で
生成され、すべてのスクリプトレットからの Javaコードは直接コピーされます。）

その他に、きわめてまれですが、JSPページ内の Javaスクリプトレットが大きすぎるため
に、サービス・メソッドにサイズ制限の問題が生じる使用例があります。 ただし、1ページ
に含まれる Javaコードが問題になるほど大きければ、そのコードは JavaBeansに移動する
必要があります。

重要重要重要重要 : 静的 <%@ include... %>コマンドは機能しません。 その結果、
挿入ファイルは変換時に挿入され、そのコードは実際には挿入先ページに
コピーされます。 これでは問題は解決しません。

注意注意注意注意 : 静的HTMLをリソース・ファイルに格納すると、クラスがロード
されるたびにページ実装クラスがリソース・ファイルをロードする必要が
あるため、前述の jsp:includeによる回避策に比べて、メモリーのフッ
トプリントが大きくなる場合があります。 
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メソッド変数宣言とメンバー変数宣言メソッド変数宣言とメンバー変数宣言メソッド変数宣言とメンバー変数宣言メソッド変数宣言とメンバー変数宣言
1-11ページの「スクリプト要素」では、メンバー変数の宣言には JSPの <%! ... %>宣言
を使用しますが、メソッド変数は <% ... %>スクリプトレットで宣言する必要があると説
明しました。 

次のように、各宣言には変数の使用方法に応じて適切なメカニズムを使用するように注意し
てください。

� JSPの <%! ... %>宣言構文で宣言される変数は、JSPトランスレータにより生成され
るページ実装クラス内で、クラス・レベルで宣言されます。 

� JSPの <% ... %>スクリプトレット構文で宣言される変数は、ページ実装クラスのサー
ビス・メソッドに対してローカルです。

次の例の decltest.jspを考えます。

<HTML>
<BODY>
<% double f2=0.0; %>
<%! double f1=0.0; %>
Variable declaration test.
</BODY>
</HTML>

この場合、ページ実装クラス内のコードは次のようになります。

package ...;
import ...;

public class decltest extends oracle.jsp.runtime.HttpJsp {
   ...

   // ** Begin Declarations
   double f1=0.0;                  // *** f1 declaration is generated here ***
   // ** End Declarations

   public void _jspService
                  (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
                throws IOException, ServletException {
      ...

      try {
         out.println( "<HTML>");
         out.println( "<BODY>");
         double f2=0.0;      // *** f2 declaration is generated here ***
         out.println( "");
         out.println( "");
         out.println( "Variable declaration test.");
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         out.println( "</BODY>");
         out.println( "</HTML>");
         out.flush();
      }
      catch( Exception e) {
         try {
            if (out != null) out.clear();
         }
         catch( Exception clearException) {
         }
      finally {
         if (out != null) out.close();
      }
   }
}

pageディレクティブの特性ディレクティブの特性ディレクティブの特性ディレクティブの特性
この項では、pageディレクティブの次の特性について説明します。

� pageディレクティブは静的であり、変換時に有効になります。実行時に評価されるパ
ラメータ設定は指定できません。

� pageディレクティブの Java import設定は、単一の JSPページ内で累積されます。

pageディレクティブは静的ディレクティブは静的ディレクティブは静的ディレクティブは静的
pageディレクティブは静的であり、変換中に解析されます。 実行時に解析される動的設定
は指定できません。 次に例を示します。

例例例例 1  次の page ディレクティブは有効です。

<%@ page contentType="text/html; charset=EUCJIS" %>

例例例例 2  次の pageディレクティブは無効で、エラーとなります（この例では EUCJISがハード
コーディングされていますが、この例は実行時に動的に判別されるキャラクタ・セットすべ
てについて trueが設定されています）。

<% String s="EUCJIS"; %>
<%@ page contentType="text/html; charset=<%=s%>" %>

注意注意注意注意 : このコードは、概念を示すためにのみ使用しています。 ほとんどの
クラスは例を簡潔にするために削除されており、OracleJSPにより生成さ
れるページ実装クラスの実際のコードとは多少異なります。
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pageディレクティブの一部の設定には、予備作業があります。 例 2には、8-3ページの「コ
ンテンツ型の動的設定」で説明したように、コンテンツ・タイプの動的設定を可能にする
setContentType()メソッドがあります。

pageディレクティブのディレクティブのディレクティブのディレクティブの import設定は累積型設定は累積型設定は累積型設定は累積型
pageディレクティブの Java import設定は、単一の JSPページ内で累積されます。

どの単一 JSPページ内でも、次の 2つの例は等価です。

<%@ page language="java" %>
<%@ page import="sqlj.runtime.ref.DefaultContext, java.sql.*" %>

または

<%@ page language="java" %>
<%@ page import="sqlj.runtime.ref.DefaultContext" %>
<%@ page import="java.sql.*" %>

最初の pageディレクティブの import設定の後で、2番目の pageディレクティブの
import設定は、インポートされるクラスやパッケージを置換するのではなく、インポート
されるクラスやパッケージのセットに追加されます。

JSPの空白保持とバイナリ・データでの使用の空白保持とバイナリ・データでの使用の空白保持とバイナリ・データでの使用の空白保持とバイナリ・データでの使用
OracleJSP（および JavaServer Pagesの実装全般）では、ブラウザに出力されるソース・
コード内で CR+LFなどの空白が保たれます。 このような空白の挿入は開発者が意図したこ
とではなく、通常は JSPテクノロジがバイナリ・データの生成に適さなくなります。

空白の例空白の例空白の例空白の例
次の 2つの JSPページでは、ソース・コードに改行が使用されているため異なる HTML出
力が生成されています。

例例例例 1 — 改行なし（改行なし（改行なし（改行なし（nowhitsp.jsp））））  

次の JSPページでは、Date()および getParameter()のコールの後に改行がありません。 
（Date()のコールで始まる 3行目と 4行目は、実際には 1行のコードが折り返されて 2行
になったものです。）

<HTML>
<BODY>
<%= new java.util.Date() %> <% String user=request.getParameter("user"); %> <%= 
(user==null) ? "" : user %>
<B>Enter name:</B>
<FORM METHOD=get>
<INPUT TYPE="text" NAME="user" SIZE=15>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit name">
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</FORM>
</BODY>
</HTML>

この例では、次の HTML出力がブラウザに送られます。 （日付の後に空白行がないことに注
意してください。）

<HTML>
<BODY>
Tue May 30 20:07:04 PDT 2000  
<B>Enter name:</B>
<FORM METHOD=get>
<INPUT TYPE="text" NAME="user" SIZE=15>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit name">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

例例例例 2 — 改行（改行（改行（改行（whitesp.jsp））））  

次の JSPページでは、Date()および getParameter()のコールの後に改行があります。 

<HTML>
<BODY>
<%= new java.util.Date() %>
<% String user=request.getParameter("user"); %>
<%= (user==null) ? "" : user %>
<B>Enter name:</B>
<FORM METHOD=get>
<INPUT TYPE="text" NAME="user" SIZE=15>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit name">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

この例では、次の HTML出力がブラウザに送られます。

<HTML>
<BODY>
Tue May 30 20:19:20 PDT 2000

<B>Enter name:</B>
<FORM METHOD=get>
<INPUT TYPE="text" NAME="user" SIZE=15>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit name">
</FORM>
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</BODY>
</HTML>

日付と「Enter name:」行の間に 2つの空白行があることに注意してください。 この場合、例
1でも例 2でもブラウザの表示内容は次のように同じのため、違いは重要ではありません。 
ただし、この説明は空白の保持に関するポイントを示しています。

JSPページ内でバイナリ・データの使用を回避する理由ページ内でバイナリ・データの使用を回避する理由ページ内でバイナリ・データの使用を回避する理由ページ内でバイナリ・データの使用を回避する理由
次の理由で、JSPページはバイナリ・データの生成には適していません。通常はかわりに
サーブレットを使用する必要があります。

� JSP実装は、バイナリ・データを処理するように設計されていません。JspWriterオブ
ジェクトにはロー・バイトを記述するメソッドがありません。 

� 実行中には、JSPコンテナにより空白が保たれます。 空白が不要な場合もあり、JSPペー
ジはブラウザへのバイナリ出力（.gifファイルなど）の生成や空白が重要な他の用途
には適していません。 

次に例を示します。

...
<% out.getOutputStream().write(...binary data...) %>
<% out.getOutputStream().write(...more binary data...) %>

この場合、出力バッファのバッファリングに応じて、ブラウザはバイナリ・データの途
中や最後に不要な改行文字を受け取ります。 この問題は、コード行の間に改行を使用し
ないことで回避できますが、これは望ましいプログラミング・スタイルとは言えませ
ん。

JSPテクノロジは動的なテキスト・コンテンツのプログラミングを簡素化するためのもので
あり、JSPページ内でバイナリ・データを生成しようとすると、そのポイントがいずれにせ
よ大きく失われることになります。
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OracleJSPの構成上の重要な問題の構成上の重要な問題の構成上の重要な問題の構成上の重要な問題
この項では、主要な pageディレクティブ・パラメータと OracleJSPの構成パラメータの設
定方法による重要な効果について説明します。 ここでは、JSPページの最適化、
CLASSPATHおよびクラス・ローダーの問題に重点を置きます。説明するトピックは、次の
とおりです。

� JSP実行の最適化

� CLASSPATHとクラス・ローダーの問題（非 OSEのみ）

JSP実行の最適化実行の最適化実行の最適化実行の最適化
JSPのパフォーマンスを最適化する場合に、次のような設定を考慮します。

� JSPページのアンバッファリング

� 再変換チェックの回避（非 OSEのみ）（開発者モード）

� HTTPセッション使用の回避

JSPページのアンバッファリングページのアンバッファリングページのアンバッファリングページのアンバッファリング
デフォルトでは、JSPページにはページ・バッファと呼ばれるメモリー領域が使用されます。 
このバッファ（デフォルトでは 8KB）が必要になるのは、ページで動的な NLSコンテンツ・
タイプ設定、転送またはエラー・ページが使用される場合です。 これらの機能を使用しない
場合は、次のように pageディレクティブでバッファを使用禁止にすることができます。

<%@ page buffer="none" %>

これにより、メモリー使用量が減少し、出力ステップが省略されて（出力は最初にバッファ
に送られるかわりに、ブラウザに直接送られます）、ページのパフォーマンスが改善されま
す。

再変換チェックの回避（非再変換チェックの回避（非再変換チェックの回避（非再変換チェックの回避（非 OSEのみ）のみ）のみ）のみ）
OracleJSPでは、JSPページの実行時に、デフォルトでページ実装クラスの有無がチェックさ
れ、.classファイルのタイムスタンプが .jspソース・ファイルのタイムスタンプと比較
されて、.classファイルの方が古ければページが再変換されます。

タイムスタンプの比較が不要な場合（ソース・コードが変化しない典型的な配布環境など）、
OracleJSPの developer_modeフラグを無効化して（developer_mode=false）、タイム
スタンプの比較を回避できます。

デフォルト設定は trueです。 このフラグを Apache/JServ、JSWDKおよび Tomcat環境で
設定する方法は、A-23ページの「OracleJSPの構成パラメータ設定」を参照してください。
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HTTPセッション使用の回避セッション使用の回避セッション使用の回避セッション使用の回避
JSPページに HTTPセッションが不要な（実際には、セッション属性の格納や取得を必要と
しない）場合は、次の pageディレクティブを介してセッションの使用を回避できます。

<%@ page session="false" %>

これにより、セッションの作成や取得によるオーバーヘッドが排除され、ページのパフォー
マンスが改善されます。

サーブレットではデフォルトでセッションは使用されませんが、JSPページではデフォルト
でセッションが使用されるため注意してください。 背景情報は、B-4ページの「サーブレッ
ト・セッション」を参照してください。

CLASSPATHとクラス・ローダーの問題（非とクラス・ローダーの問題（非とクラス・ローダーの問題（非とクラス・ローダーの問題（非 OSEのみ）のみ）のみ）のみ）
OracleJSPでは、Webサーバーの CLASSPATHとは別個に独自の CLASSPATHが使用され、
デフォルトでは独自のクラス・ローダーを使用してこの CLASSPATHからクラスがロード
されます。 これには重要なメリットとデメリットがあります。 

OracleJSPの CLASSPATHは次の要素の組合せです。

� OracleJSPのデフォルトの CLASSPATH

� OracleJSPの classpath構成パラメータに指定する追加の CLASSPATH

システムのクラス・ローダーのかわりに OracleJSPのクラス・ローダーでロードするクラス
がある場合は、OracleJSPの classpath構成パラメータを使用するか、該当のクラスを
OracleJSPのデフォルトの CLASSPATHに挿入します。 関連情報については、4-21ページの
「OracleJSPクラス・ローダーのメリットとデメリット」を参照してください。

OracleJSPのデフォルトののデフォルトののデフォルトののデフォルトの CLASSPATH
OracleJSPでは、必要なクラス（JavaBeansなど）の .classファイルと .jarファイルの位
置を特定できるように、Webサーバー上の標準位置が定義されます。 各ファイルはこれらの
位置で検索され、Webサーバーの CLASSPATH構成は使用されません。 

これらの位置は次のとおりで、アプリケーション・ルートとの相対位置になっています。

/WEB-INF/classes 
/WEB-INF/lib 
/_pages
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classesディレクトリは、個々の Java .classファイルの格納場所です。 これらのクラス
は、Javaパッケージのネーミング規則に従って classesディレクトリのサブディレクトリ
に格納する必要があります。 

たとえば、LottoBeanという JavaBeansがあり、そのコードでロード先が
oracle.jsp.sample.lotteryパッケージとして定義されているとします。OracleJSPで
は、LottoBean.classがアプリケーション・ルートに対する次の相対位置で検索されま
す。

/WEB-INF/classes/oracle/jsp/sample/lottery/LottoBean.class

libディレクトリは .jarファイルの格納場所です。 Javaパッケージの構造は .jarファイ
ル構造に指定されているため、.jarファイルはすべて直接（サブディレクトリではなく）
libディレクトリに格納されます。 

前述の例では、LottoBean.classは、次のようにアプリケーション・ルートに対する相対
位置にある lottery.jarに格納できます。

/WEB-INF/lib/lottery.jar

アプリケーション・ルート・ディレクトリは、次のどのディレクトリにでも配置できます
（Webサーバーおよびサーブレット環境に応じて該当する場合）。各ディレクトリは検索順に
記載されています。 

� このアプリケーションのマップ先となるWebサーバーのディレクトリ

� Webサーバーのドキュメント・ルート・ディレクトリ

� globals.jsaファイルが格納されているディレクトリ（該当する場合、通常はサーブ
レット 2.0環境の場合）

重要重要重要重要 : WEB-INFディレクトリにあるクラスを OracleJSPのクラス・ロー
ダーのかわりにシステムのクラス・ローダーでロードする場合は、クラス
をWebサーバーの CLASSPATHにも挿入します。 システムのクラス・
ローダーの方が優先されます。両方の CLASSPATHに挿入されたクラス
は、いずれも常にシステムのクラス・ローダーによりロードされます。
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OracleJSPのののの classpath構成パラメータ構成パラメータ構成パラメータ構成パラメータ
OracleJSPの CLASSPATHに追加するには、その classpath構成パラメータを使用しま
す。

このパラメータの詳細は、A-13ページの「OracleJSPの構成パラメータ（非 OSE）」を参照
してください。

このパラメータを Apache/JServ、JSWDKおよび Tomcat環境で設定する方法は、A-23ペー
ジの「OracleJSPの構成パラメータ設定」を参照してください。

OracleJSPクラス・ローダーのメリットとデメリットクラス・ローダーのメリットとデメリットクラス・ローダーのメリットとデメリットクラス・ローダーのメリットとデメリット
OracleJSPのクラス・ローダーを使用すると、次のようなメリットとデメリットがあります。

� 他のクラス・ローダーによりロードされたクラスから OracleJSPによりロードされたク
ラスへのアクセスの制限

クラスが OracleJSPのクラス・ローダーによりロードされた場合、その定義は
OracleJSPのクラス・ローダーにのみ存在します。 システムのクラス・ローダーや、
サーブレットのような他のクラス・ローダーによりロードされたクラスの場合、アクセ
スが限定的になります。 他のクラス・ローダーによりロードされたクラスでは、
OracleJSPによりロードされたクラスをキャストできず、そのメソッドをコールできま
せん。 これは、状況に応じて望ましい場合とそうでない場合があります。

� クラスの自動再ロード

デフォルトでは、classファイルや JARファイルがロード後に変更されると、OracleJSP
のクラス・ローダーにより、クラスが OracleJSPの CLASSPATHに自動的に再ロードさ
れます。 （たとえば、JSPページの場合は、動的再変換の結果としてクラスが自動的に
再ロードされます。動的再変換は、ページの .jspソース・ファイルのタイムスタンプ

注意注意注意注意 :

� 一部のWebサーバー、特に、サーブレット 2.0仕様をサポートしてい
るWebサーバーには、全面的なサーブレット・コンテキスト機能な
ど、十分なアプリケーション・サポート機能がありません。 この場合
や、アプリケーション・マッピングが使用されない場合、デフォル
ト・アプリケーションはサーバー自体で、アプリケーション・ルート
はWebサーバーのドキュメント・ルートとなります。

� 従来のサーブレット環境の場合、globals.jsaファイルはアプリ
ケーション・ルートを設定するためのアプリケーション・マーカーと
して使用できる Oracleの拡張機能です。 5-34ページの「サーブレット
2.0に対する OracleJSPのアプリケーションおよびセッションのサ
ポート」を参照してください。
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の方が、対応するページ実装の .classファイルより新しい場合にデフォルトで発生し
ます。） 

通常、これは開発環境でのみメリットとなります。 典型的な配布環境では、ソース、ク
ラスおよび JARファイルは変更されず、その変更の有無をチェックするのは非効率的で
す。

詳細は、4-24ページの「クラスの動的再ロード」を参照してください。

各ファイルの変更を配布環境でたどる場合、通常は OracleJSPの CLASSPATHを使用する必
要はありません。 デフォルトでは、classpathパラメータは空になっています。

OracleJSPのランタイムの考慮事項（非のランタイムの考慮事項（非のランタイムの考慮事項（非のランタイムの考慮事項（非 OSEのみ）のみ）のみ）のみ）
この項では、実行時に OracleJSPによりページの再変換、ページの再ロードおよびクラスの
再ロードが実行される条件について説明します。 この説明は、Oracle Servlet Engineで実行
される JSPページには該当しません。

ページの動的再変換ページの動的再変換ページの動的再変換ページの動的再変換
Webアプリケーションの実行中は、JSPページのソースが変更されるたびに、OracleJSPコ
ンテナによりデフォルトでそのページが自動的に再変換され、再ロードされます。

OracleJSPでは、OracleJSPのインメモリー・キャッシュに指定されたページ実装クラス・
ファイルの最終変更時刻が、JSPページのソース・ファイルの最終変更時刻より前かどうか
がチェックされます。 

OracleJSPの developer_modeフラグを falseに設定すると、OracleJSPで再変換のため
にタイムスタンプがチェックされることによるオーバーヘッドを回避できます。 これは、
ソース・ファイルとクラス・ファイルが通常は変化しない配布環境ではメリットとなりま
す。 このフラグの詳細は、A-13ページの「OracleJSPの構成パラメータ（非 OSE）」を参照
してください。 このフラグの設定方法は、A-23ページの「OracleJSPの構成パラメータ設定」
を参照してください。
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ページの動的再ロードページの動的再ロードページの動的再ロードページの動的再ロード
OracleJSPコンテナにより JSPページが自動的に再ロード（つまり、生成されたページ実装
クラスが再ロード）されるのは、次のような場合です。 

� ページが再変換された場合

（前項「ページの動的再変換」を参照してください。）

� そのページでコールされ、OracleJSPのクラス・ローダー（システムのクラス・ロー
ダーではなく）によりロードされた Javaクラスが変更された場合

（次項「クラスの動的再ロード」を参照してください。）

� 同じアプリケーション内のいずれかのページが再ロードされる場合

JSPページは、それが実行されるWebアプリケーション全体に対応付けられています
（特定のアプリケーションに対応付けられていない JSPページも、「デフォルト・アプリ
ケーション」の一部と見なされます）。 

JSPページが再ロードされるたびに、アプリケーションのすべての JSPページが再ロー
ドされます。

注意注意注意注意 :

� クラス・ファイルの最終変更時刻にはインメモリー値が使用されるた
め、ファイル・システムからページ実装クラス・ファイルを削除する
と、OracleJSPでは関連する JSPページのソースが再変換されなくな
るので注意してください。 OracleJSPで再変換されるのは、JSPページ
のソース・ファイルのタイムスタンプが変化した場合のみです。

� クラス・ファイルは、キャッシュが消滅すると再生成されます。 この
再生成は、サーバーの再起動後や、このアプリケーションの別のペー
ジの再変換後に、このページに要求がダイレクトされるたびに発生し
ます。
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クラスの動的再ロードクラスの動的再ロードクラスの動的再ロードクラスの動的再ロード
デフォルトでは、OracleJSPのクラス・ローダーでロードされた Javaクラスを実行する要求
が OracleJSPによりディスパッチされる前に、クラス・ファイルが初回ロード後に変更され
たかどうかがチェックされます。 クラスに変更があった場合は、OracleJSPのクラス・ロー
ダーにより再ロードされます。

これは、次のような OracleJSPの CLASSPATH内のクラスにのみ適用されます。

� WEB-INF/libディレクトリ内の JARファイル

� WEB-INF/classesディレクトリ内の .classファイル

� OracleJSPの classpath構成パラメータを介して指定されたパスにあるクラス

� _pages出力ディレクトリ内で生成された .classファイル

「ページの動的再ロード」で前述したように、クラスが再ロードされると、そのクラスを参
照する JSPページが動的に再ロードされます。

classpathおよび developer_mode構成パラメータと設定方法の詳細は、A-13ページの
「OracleJSPの構成パラメータ（非 OSE）」および A-23ページの「OracleJSPの構成パラメー
タ設定」を参照してください。

注意注意注意注意 :

� OracleJSPでは、静的に挿入されるファイルに変更があったという理
由のみでは、ページは再ロードされません。 （<%@ include %>構
文を介して静的に挿入されるファイルは、変換時に挿入されます。）

� ページ再ロードとページ再変換は、異なる処理です。 再ロードされて
も、再変換されるとは限りません。

重要重要重要重要 :

� クラスを動的に再ロードするには、システムの CLASSPATHではなく
JSPの CLASSPATHに置く必要があるため注意してください。 システ
ムの CLASSPATHにも含まれていると、システムのクラス・ロー
ダーが優先され、JSPの自動再ロード機能の妨げとなる場合がありま
す。

� クラスの動的再ロードには、大量の CPUが使用されることがありま
す。 この機能は、OracleJSPの developer_modeパラメータを
falseに設定すると無効化できます。 これは、クラスの変化が予期さ
れていない配布環境に適しています。
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Oracle Servlet Engineに関する考慮事項に関する考慮事項に関する考慮事項に関する考慮事項
Oracle Servlet Engine（OSE）は、Oracle8i JVM環境と統合されています。 JSPページを OSE
内で実行するには、データベースにロードして公開する必要があります。 JSPページを
Oracle8iに配布する方法の詳細は、第 6章「JSPの変換と配布」を参照してください。 この
項では、OSE環境に関するプログラミング上の特記事項と、重要な OSE特性の概要につい
て説明します。 

JSPアプリケーションを OSEで実行するには、Apacheにより駆動される Oracle HTTP 
ServerをフロントエンドWebサーバーとして使用する方法（通常の推奨方法）と、OSEを
Webサーバーとして直接使用する方法があります。 2-7ページの「Oracle Web Application
のデータベース・アクセス方法」を参照してください。 Oracle8iリリース 8.1.7のインストー
ル時には、Oracle HTTP ServerがデフォルトのWebサーバーとして設定されます。この設
定の変更が必要な場合は、インストール手順を参照してください。

Oracle Servlet Engineで実行される JSPページがデータベース・アクセスを意図しているも
のと想定されるため、Oracle8i JVMでのデータベース接続に関する一部の背景情報も取り上
げます。

通常、JSPコードは、OSE環境と OracleJSPが使用される他の環境間で全面的に移植可能で
す。 ただし、サーバー側 JDBC内部ドライバを介した Oracle8i JVMでの接続には違いがあり
ます（接続文字列を必要としないなど）。4-26ページの「Oracle8i JVMの接続」を参照して
ください。 

Oracle8i JVMのデータベース接続コードや他の Oracle8i JVM固有の機能が使用されること
を除き、OSE向けに記述された JSPページは OracleJSPを実行中の他の環境に移植できま
す。 オリジナル・コードの修正と再変換が必要になるのは、Oracle8i JVM固有の機能が使用
された場合のみです。

この章の内容は、次のとおりです。

� Oracle8i JVMの JVMとサーバー側 JDBC内部ドライバの概要

� Oracle8i JVMの接続

� Oracle Servlet Engineによる JNDIの使用

� OracleJSPのランタイム構成パラメータの等価コード

注意注意注意注意 : この項では、OSEをターゲットとする開発上の考慮事項について
説明します。 ホットロードされるクラスや、クライアント側とサーバー側
の変換の比較など、配布上の考慮事項については、6-11ページの
「Oracle8iへの配布時の機能とロジスティックの概要」を参照してくださ
い。
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Oracle8i JVMのののの JVMとサーバー側とサーバー側とサーバー側とサーバー側 JDBC内部ドライバの概要内部ドライバの概要内部ドライバの概要内部ドライバの概要
Oracle8i JVMのデータベース・セッションごとに、専用の Java仮想マシンが起動します。 こ
のセッションと JVM間の 1対 1の対応関係に注意する必要があります。

通常、ターゲットとなる Oracle8iデータベースの JVM内で実行される Javaプログラムは、
いずれもサーバー側 JDBC内部ドライバを使用してローカル SQLエンジンにアクセスしま
す。 このドライバは、本来、Oracle8iデータベースと JVMに連結されており、データベース
と同じプロセスの一部として実行されます。 また、デフォルトのデータベース・セッション、
つまり JVMが起動されたのと同じセッション内でも実行されます。 

サーバー側内部ドライバは、データベース・サーバー内で実行されるように最適化されてお
り、ローカル・データベース上の SQLデータと PL/SQLサブプログラムへの直接アクセス
を提供します。 JVM全体が、データベースおよび SQLエンジンと同じアドレス空間で動作
します。 SQLエンジンへのアクセスはファンクション・コールであり、ネットワークは介在
しません。 これにより、JDBCプログラムのパフォーマンスが強化され、SQLエンジンにア
クセスするためにリモート Net8コールを実行する場合に比べてはるかに高速になります。 

Oracle8i JVMの接続の接続の接続の接続
サーバー側 JDBC内部ドライバはデフォルトのデータベース・セッション内で実行されるた
め、すでにデータベースに暗黙的に「接続済み」になっています。 デフォルト接続へのアク
セスには、次のどちらかの JDBCメソッドを使用できます。

� OracleDriverクラスの Oracle固有の defaultConnection()メソッドを使用しま
す。 （このメソッドは、コールされるたびに同じ接続オブジェクトを戻します。）

� URL文字列として jdbc:oracle:kprbまたは jdbc:default:connectionを指定
し、静的な DriverManager.getConnection()メソッドを使用します。 （このメ
ソッドは、コールされるたびに異なる接続オブジェクトを戻します。）

通常は、defaultConnection()メソッドを使用することをお薦めします。

また、内部接続（Javaコードを実行するデータベースへの接続）には、サーバー側 Thinド
ライバを使用することもできますが、これは例外的です。

注意注意注意注意 :

� その他、OracleJSPで提供されるカスタム JavaBeansを使用して接続す
る方法もあります。 5-12ページの「Oracle Database-Access 
JavaBeans」を参照してください。

� サーバー側内部ドライバで接続するように OracleDriverクラスを
登録する必要はありませんが、登録しても問題はありません。 これは、
接続に getConnection()を使用する場合も
defaultConnection()を使用する場合も当てはまります。
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Oracle JDBCを介したサーバー側接続の詳細は、『Oracle8i JDBC 開発者ガイドおよびリファ
レンス』を参照してください。

OracleDriverクラスのクラスのクラスのクラスの defaultConnection()メソッドを使用した接続メソッドを使用した接続メソッドを使用した接続メソッドを使用した接続
oracle.jdbc.driver.OracleDriverクラスの defaultConnection()メソッドは、
内部データベース接続の確立に使用できる Oracleの拡張機能です。 このメソッドでは、常に
同じ接続オブジェクトが戻されます。 戻される接続オブジェクトを異なる変数名に割り当て
て、このメソッドを複数回コールする場合も、単一の接続オブジェクトが再使用されます。 

defaultConnection()メソッドは、接続文字列を取りません。次に例を示します。

import java.sql.*; 
import oracle.jdbc.driver.*; 
  
class JDBCConnection 
{ 
  public static Connection connect() throws SQLException 
  { 
    Connection conn = null; 
    try {  
      // connect with the server-side internal driver
         OracleDriver ora = new OracleDriver(); 
         conn = ora.defaultConnection(); 
      } 
 
    } catch (SQLException e) {...}
    return conn; 
  } 
}

この例には conn.close()コールがないことに注意してください。 JDBCコードがターゲッ
ト・サーバー内で実行される場合、接続はクライアントからのような明示的接続インスタン
スではなく、暗黙的なデータ・チャネルとなります。 通常、この接続はクローズしません。

close()メソッドをコールする場合の注意事項は、次のとおりです。

� defaultConnection()メソッドを介して取得されるすべての接続インスタンスは、
実際には同じ接続オブジェクトを参照します。この接続インスタンスは、クローズさ
れ、その後は使用できなくなります。必要に応じて状態とリソースがクリーン・アップ
されます。 その後に defaultConnection()を実行すると、新規の接続オブジェクト
と新規のトランザクションが取得されます。

� 接続オブジェクトがクローズされても、データベースへの暗黙的な接続はクローズされ
ません。
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DriverManager.getConnection()メソッドを使用した接続メソッドを使用した接続メソッドを使用した接続メソッドを使用した接続
defaultConnection()メソッドを使用して内部データベース接続を確立するかわりに、
次のどちらかの接続文字列を指定して静的な DriverManager.getConnection()メソッ
ドを使用できます。

Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:kprb:");

または

Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:default:connection:");

URL文字列に挿入したユーザー名やパスワードは、サーバーのデフォルト接続への接続時に
は無視されます。 

DriverManager.getConnection()メソッドは、コールされるたびに新規の Java 
Connectionオブジェクトを戻します。 このメソッドでは新規の物理接続が作成されるので
はなく（単一の暗黙的接続のみが使用され）、新規オブジェクトが戻されることに注意して
ください。

「型マップ」と呼ばれるオブジェクト・マップを操作する場合は、
DriverManager.getConnection()メソッドはコールされるたびに新規の接続オブジェ
クトを戻すという事実が重要になります。 Oracle SQLのオブジェクト型を Javaクラスに
マップするための型マップは、特定の Connectionオブジェクトおよびその一部であるス
テータスに対応付けられています。 プログラムの一部として複数の型マップを使用する場合
は、getConnection()をコールして型マップごとに新規の Connectionオブジェクトを
作成できます。 型マップの概要は、『Oracle8i JDBC 開発者ガイドおよびリファレンス』を参
照してください。

サーバー側サーバー側サーバー側サーバー側 Thinドライバを使用した接続ドライバを使用した接続ドライバを使用した接続ドライバを使用した接続
通常、Oracle JDBCのサーバー側 Thinドライバは、あるデータベースから別のデータベー
スへの接続用に使用します。 ただし、サーバー側 Thinドライバは内部接続にも使用できま
す。 Oracle JDBC Thinドライバを使用する場合は接続文字列を指定してください。

この機能により、Oracle Servlet Engineと他のサーブレット環境間でコードの移植性という
メリットが得られる場合があります。ただし、サーバー側内部ドライバの方がパフォーマン
スは向上します。

サーバー側内部ドライバでの自動コミット機能の欠落サーバー側内部ドライバでの自動コミット機能の欠落サーバー側内部ドライバでの自動コミット機能の欠落サーバー側内部ドライバでの自動コミット機能の欠落
JDBCの自動コミット機能は、サーバー側内部ドライバでは使用できません。 変更は手動で
コミットまたはロールバックする必要があります。

サーバー側内部ドライバでの接続プーリングまたはキャッシュの欠落サーバー側内部ドライバでの接続プーリングまたはキャッシュの欠落サーバー側内部ドライバでの接続プーリングまたはキャッシュの欠落サーバー側内部ドライバでの接続プーリングまたはキャッシュの欠落
サーバー側内部ドライバを使用する場合は、単一の暗黙的データベース接続が使用されるた
め、接続プーリングおよびキャッシュは使用できません。 これらの機能を内部ドライバ経由
で使用しようとすると、実際にパフォーマンスが低下する場合があります。
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Oracle Servlet Engineによるによるによるによる JNDIの使用の使用の使用の使用
Oracle Servlet Engineでは JNDIメカニズムを使用して「公開」されている JSPページと
サーブレットが検索されますが、通常、このメカニズムは JSP開発者やユーザーには表示さ
れません。 OSEの配布時に JSPページを公開するには、Oracleセッション・シェルの
publishjspコマンド（サーバー側変換を伴う配布用）または publishservletコマンド
（クライアント側変換を伴う配布用）を実行する必要があります。 

publishservletコマンドを使用する場合は、ページ実装クラスの仮想パス名とサーブ
レット名を指定する必要があります。 仮想パス名は、URLを介してページを起動するため、
または OSE内で実行中の他のページを挿入するためや他のページに転送するために使用さ
れます。 

publishjspコマンドの場合は、コマンドラインで仮想パス名とサーブレット名を指定でき
ます。コマンドラインで指定しなければ、指定した JSPソース・ファイル名とディレクト
リ・パスから推論されます。

サーブレット名と仮想パス名はどちらも Oracle8i JVMの JNDIネームスペースに入力されま
すが、JSP開発者やユーザーが注意する必要があるのは仮想パス名のみです。

OSE用の JSPページを公開する方法の詳細は、6-39ページの「Oracle8iでの JSPページの変
換と公開（セッション・シェルの publishjsp）」（サーバー側変換を伴う配布の場合）、また
は 6-59ページの「Oracle8iでの変換済み JSPページの公開（セッション・シェルの
publishservlet）」（クライアント側変換を伴う配布の場合）を参照してください。

Oracle Servlet Engineによる JNDIの使用方法の概要は、『Oracle8i Oracle Servlet Engine 
ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

OracleJSPのランタイム構成パラメータの等価コードのランタイム構成パラメータの等価コードのランタイム構成パラメータの等価コードのランタイム構成パラメータの等価コード
OracleJSPの構成パラメータには、変換時に有効になるものと実行時（ランタイム）に有効
になるものがあります。 JSPページを Oracle8iデータベースに配布して Oracle Servlet 
Engine内で実行する場合は、OracleJSPの事前変換ツールのコマンドライン・オプションを
介して、適切な変換時設定を指定できます。

ただし、Oracle Servlet Engineの実行時には、ランタイム構成パラメータはサポートされま
せん。 最も重要なランタイム構成パラメータは、NLS関連の translate_paramsです。 等
価コードの詳細は、8-6ページの「translate_params構成パラメータの等価コード」を参照
してください。
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Apache/JServサーブレット環境に関する考慮事項サーブレット環境に関する考慮事項サーブレット環境に関する考慮事項サーブレット環境に関する考慮事項
Oracle Internet Application Serverリリース 1.0.xなどのApache/JServベース・プラット
フォームで OracleJSPを実行する場合は、サーブレット 2.0環境であるため、特に考慮が必
要な事項があります。 サーブレット 2.0仕様では、サーブレット 2.1および 2.2環境で使用可
能な一部の重要な機能に対するサポートが欠落していました。

Apache/JServ環境を OracleJSP用に構成する方法については、次の各項を参照してくださ
い。

� A-7ページの「Webサーバーの CLASSPATHへの OracleJSP関連の JARおよび ZIPファ
イルの追加」

� A-9ページの「Oracle JspServletへの JSPファイル名拡張子のマッピング」

� A-23ページの「Apache/JServでの OracleJSPパラメータの設定」

（Oracleプラットフォームを介して Apache/JServを使用する場合は、そのプラットフォー
ムのインストレーションおよび構成ドキュメントを参照してください。）

この項の残りの部分では、Oracle Internet Application Serverによる Apache/JServの使用の
概要と、次の Apache固有の考慮事項について説明します。

� Apache/JServにおける動的挿入および転送

� Apache/JServ用のアプリケーション・フレームワーク

� JSPとサーブレットのセッション共有

� ディレクトリ別名の変換

Oracle Internet Application Serverによるによるによるによる Apache/JServの使用の使用の使用の使用
Oracle Internet Application Serverリリース 1.0.0および 1.0.1では、この製品にはサーブ
レット環境として Apache/JServが使用されます。 

Apache/JServ環境や他のサーブレット 2.0環境の場合と同様に、Oracle Internet 
Application Serverリリース 1.0.xを使用する場合には、サーブレットと JSPの使用に関して
特に考慮が必要な事項があります。ここでは、その詳細について説明します。

（Oracle Internet Application Serverには、Apacheにより駆動される Oracle HTTP Serverが
Webサーバーとして組み込まれています。 Oracle HTTP Serverの mod_ose Apache modを
使用して Oracle Servlet Engine内で JSPアプリケーションを実行する場合は、Oracle 
Internet Application Serverの Apache/JServサーブレット 2.0環境ではなく、OSEのサーブ
レット 2.2環境を使用していることに注意してください。）
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Oracle Internet Application Serverと Oracle HTTP Server使用の概要は、2-3ページの
「Oracle環境における OracleJSPのサポート」を参照してください。

Apache/JServにおける動的挿入および転送における動的挿入および転送における動的挿入および転送における動的挿入および転送
JSPの動的挿入（jsp:includeアクション）および転送（jsp:forwardアクション）は、
サーブレット 2.0環境ではなくサーブレット 2.1および 2.2環境に存在する要求ディスパッ
チャ機能に依存します。

ただし、OracleJSPには、Apache/JServおよび他のサーブレット 2.0環境で JSPページ間、
または JSPページから静的 HTMLファイルへの、動的挿入および転送を可能にする拡張機
能が用意されています。

ただし、この OracleJSP機能では、サーブレットへの動的転送や挿入はできません。 （サー
ブレットの実行は、OracleJSPコンテナではなく JServまたは他のサーブレット・コンテナ
により制御されます。）

サーブレットへの挿入または転送が必要な場合は、サーブレットのラッパーとして動作する
JSPページを作成します。 

次の例は、サーブレットと、そのラッパーとして動作する JSPページを示しています。 
Apache/JServ環境では、JSPラッパー・ページに挿入または転送すると、サーブレットに効
率的に挿入または転送できます。

サーブレット・コードサーブレット・コードサーブレット・コードサーブレット・コード  次のサーブレットに挿入または転送するとします。

import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class TestServlet extends HttpServlet {

    public void init(ServletConfig config) throws ServletException
    {
      super.init(config);
      System.out.println("initialized");
    }

    public void destroy()
    {
      System.out.println("destroyed");
    }

注意注意注意注意 : 将来のリリースの Oracle HTTP Serverおよび Oracle Internet 
Application Serverでは、Apache/JServ以外のサーブレット環境も使用で
きるようになります。
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    public void service 
        (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException
    {
        response.setContentType("text/html");
        PrintWriter out = response.getWriter();
        out.println("<HTML><BODY>");
        out.println("TestServlet Testing");
        out.println("<H3>The local time is: "+ new java.util.Date());
        out.println("</BODY></HTML>");
    }
}

JSPのラッパー・ページ・コードのラッパー・ページ・コードのラッパー・ページ・コードのラッパー・ページ・コード  前述のサーブレット用に次の JSPラッパー
（wrapper.jsp）を作成できます。

<%-- wrapper.jsp--wraps TestServlet for JSP include/forward --%>
<%@ page isThreadSafe="true" import="TestServlet" %>
<%! 
  TestServlet s=null;
  public void jspInit() {
    s=new TestServlet();
    try {
      s.init(this.getServletConfig());
    } catch (ServletException se)
    {
      s=null;
    }
  }
  public void jspDestroy() {
    s.destroy();
  }
%>
<% s.service(request,response); %>

サーブレット 2.0環境で wrapper.jspに挿入または転送すると、サーブレット 2.1または
2.2環境で TestServletに直接挿入または転送するのと同じ効果が得られます。
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Apache/JServ用のアプリケーション・フレームワーク用のアプリケーション・フレームワーク用のアプリケーション・フレームワーク用のアプリケーション・フレームワーク
サーブレット 2.0仕様では、後続の仕様で提供されるアプリケーション・サポートのための
完全なサーブレット・コンテキスト・フレームワークが提供されません。

Apache/JServなど、サーブレット 2.0環境の場合、OracleJSPでは globals.jsaファイル
を使用して独自のアプリケーション・フレームワークが提供されます。このファイルは、ア
プリケーション・マーカーとして使用できます。

詳細は、5-36ページの「globals.jsaを介した個別アプリケーションおよびセッション」を参
照してください。

JSPとサーブレットのセッション共有とサーブレットのセッション共有とサーブレットのセッション共有とサーブレットのセッション共有
Apache/JServ環境の JSPページとサーブレット間でHTTPセッション情報を共有するには、
oracle.jsp.JspServlet（OracleJSPコンテナのフロントエンドとして機能するサーブ
レット）が、JSPページのセッション共有対象となるサーブレットと同じゾーンに含まれる
ように、環境を構成する必要があります。 詳細は、Apacheのドキュメントを参照してくだ
さい。

ゾーン設定が適切かどうかを検証するために、一部のブラウザでは cookieに関する警告を
有効化できます。 Apache環境では、cookie名にゾーン名が含まれています。

注意注意注意注意 :

� ラッパーJSPページ内でisThreadSafeをtrueに設定するかfalse 
に設定するかは、元のサーブレットがスレッド・セーフかどうかに
よって決まります。

� この状況でラッパー JSPページを使用するかわりに、元の JSPページ
（includeまたは forwardの発生元となるページ）に HTTPクライ
アント・コードを追加する方法もあります。 標準 java.net.URLク
ラスのインスタンスを使用すると、元の JSPページからサーブレット
への HTTP要求を作成できます。 （この使用例では、セッション・
データやセキュリティ資格証明は共有できないことに注意してくださ
い。） また、Innovation GmbHの HTTPClientクラスを使用する方法
もあります。 Oracle8i JVMにはこのクラスの修正版が用意されてお
り、URLに https://を使用する場合は、SSLが直接、またはプロ
キシを介してサポートされます。 （このクラスの概要は、
www.innovation.ch/java/HTTPClientを参照してください。 
「Getting Started」をクリックすると、JDKの HTTPクライアントを
HTTPClientクラスに置き換える方法などが表示されます。） これら
の代替方法の詳細はこのマニュアルでは取り扱いませんが、通常この
アプローチはお薦めしません。
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また、globals.jsaファイルを使用するアプリケーションの場合は、サーブレットから
JSPのセッション・データにアクセスできるように、OracleJSPの構成パラメータ
session_sharingを true（デフォルト）に設定する必要があります。 関連情報について
は、次の各項を参照してください。

� 5-34ページの「サーブレット 2.0に対する OracleJSPのアプリケーションおよびセッショ
ンのサポート」

� A-13ページの「OracleJSPの構成パラメータ（非 OSE）」

� A-23ページの「OracleJSPの構成パラメータ設定」

ディレクトリ別名の変換ディレクトリ別名の変換ディレクトリ別名の変換ディレクトリ別名の変換
Apacheでは、httpd.conf構成ファイルの Aliasコマンドを介して「仮想ディレクトリ」
を作成できるようにすることで、ディレクトリ別名機能をサポートしています。 これにより、
Webドキュメントをデフォルトのドキュメント・ルート・ディレクトリ以外の場所に配置で
きます。 （Webサーバーのドキュメント・ルートと各別名ルート用に、暗黙的アプリケー
ションが作成されます。）

サンプルとして、httpd.confに次のエントリがあるとします。

Alias /icons/ "/apache/apache139/icons/"

このコマンドでは、iconsを /apache/apache139/icons/パスの別名として使用できる
ようになります。 このコマンドを使用して、たとえば次の URLを指定すると、ファイル
/apache/apache139/icons/art.gifにアクセスできます。

http://host[:port]/icons/art.gif

ただし、現在、この機能はサーブレットと JSPページでは正常に機能しません。これは、
Apache/JServの getRealPath()メソッドが、別名ディレクトリにあるファイルを処理す
るときに不正な値を戻すためです。 

OracleJSPには、Apache固有の構成パラメータ alias_translationが用意されていま
す。このパラメータにより、alias_translation=trueに設定すると（デフォルト設定
は false）、前述の制限事項が回避されます。 

Apache/JServ環境で OracleJSPの構成パラメータを設定する方法は、A-23ページの
「Apache/JServでの OracleJSPパラメータの設定」を参照してください。
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OracleJSPの拡張機能の拡張機能の拡張機能の拡張機能

この章では、OracleJSPの拡張機能について次のトピックで説明します。

� 移植可能な OracleJSPプログラミング拡張機能

� Oracle固有のプログラミング拡張機能

� サーブレット 2.0に対する OracleJSPのアプリケーションおよびセッションのサポート

移植可能な拡張機能は、Oracleの JSPマークアップ言語（JML）カスタム・タグ、JML拡張
データ型、SQLカスタム・タグおよび Database-Access JavaBeansを介して提供されます。 
これらの機能は、他の JSP環境で使用できます。

移植できない拡張機能とは、変換と実行に OracleJSPを必要とするものです。

サーブレット 2.0環境向けの拡張アプリケーションおよびセッション・サポート機能は、
Oracle globals.jsaの機能性を介して提供され、同じく OracleJSPが必要です。
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移植可能な移植可能な移植可能な移植可能な OracleJSPプログラミング拡張機能プログラミング拡張機能プログラミング拡張機能プログラミング拡張機能
この項で説明する Oracleの拡張機能は、Oracle JSPマークアップ言語（JML）のサンプル・
タグ・ライブラリまたはカスタム JavaBeansを介して実装されます。 これらの拡張機能は、
すべての標準 JSP環境に移植可能です。 たとえば、次の拡張機能があります。

� JMLの拡張データ型

� XMLおよび XSLのサポート（JMLタグを含む）

� Database-Access JavaBeans

� JML SQLタグ

JMLの拡張データ型の拡張データ型の拡張データ型の拡張データ型
Javaのプリミティブ型と java.langのラッパー型（2-11ページの「OracleJSPの拡張デー
タ型」を参照）における JSPの使用方法の欠点を補うために、OracleJSPでは
oracle.jsp.jmlパッケージに次の JavaBeansクラスが用意されており、最も一般的な
Javaデータ型のラッパーとして機能します。

� boolean値を表す JmlBoolean

� int値を表す JmlNumber

� double値を表す JmlFPNumber

� String値を表す JmlString

これらの各クラスは単一の属性である valueを持ち、値の取得、様々な形式の入力からの
値の設定、値が複数の形式のいずれかで指定された値と等しいかどうかのテスト、および値
から文字列への変換を行うメソッドが含まれています。

また、getValue()および setValue()メソッドを使用するかわりに、他の Beanの場合
と同様に jsp:getPropertyおよび jsp:setPropertyタグを使用できます。

次の例では、application有効範囲を持つ countという名前の JmlNumberインスタンス
を作成しています。

<jsp:useBean id="count" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope="application" />

この値が後に他の場所で設定された場合は、その値に次のようにアクセスできます。

<h3> The current count is <%=count.getValue() %> </h3>

重要重要重要重要 : JML機能の使用方法は、7-18ページの「JSPマークアップ言語
（JML）のサンプル・タグ・ライブラリの概要」を参照してください。
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次の例では、request有効範囲を持つ maxSizeという JmlNumberインスタンスを作成
し、setPropertyを使用して設定しています。

<jsp:useBean id="maxSize" class="oracle.jsp.jml.Number" scope="request" >
    <jsp:setProperty name="maxSize" property="value" value="<%= 25 %>" />
</jsp:useBean> 

これ以降は、4つの拡張データ型クラスのパブリック・メソッドについて説明し、続いて例
を示します。

JmlBoolean型型型型
JmlBoolean オブジェクトは、Javaの boolean値を表します。

getValue()および setValue()メソッドは、Beanの valueプロパティを Javaの
boolean値として取得または設定します。

� boolean getValue()

� void setValue(boolean)

setTypedValue()メソッドには複数のシグネチャがあり、Beanの valueプロパティを文
字列（「true」または「false」など）、java.lang.Boolean値、Javaの boolean値または
JmlBoolean値から設定できます。 文字列入力の場合、文字列の変換は標準の
java.lang.Boolean.valueOf()メソッドと同じルールに従って実行されます。

� void setTypedValue(String)

� void setTypedValue(Boolean)

� void setTypedValue(boolean)

� void setTypedValue(JmlBoolean)

equals()メソッドは、Beanの valueプロパティが、指定された Javaの boolean値と等
しいかどうかをテストします。

� boolean equals(boolean)

typedEquals()メソッドには複数のシグネチャがあり、Beanの valueプロパティの値
が、指定された文字列（「true」または「falseなど」）、java.lang.Boolean値または
JmlBoolean値と等しいかどうかをテストします。

� boolean typedEquals(String)

� boolean typedEquals(Boolean)

� boolean typedEquals(JmlBoolean)

toString()メソッドは、Beanの valueプロパティを java.lang.String値（「true」
または「false」）として戻します。 

� String toString()
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JmlNumber型型型型
JmlNumberオブジェクトは、Javaの int値と等価の 32ビット数を表します。

getValue()および setValue()メソッドは、Beanの valueプロパティを Javaの int
値として取得または設定します。

� int getValue()

� void setValue(int)

setTypedValue()メソッドには複数のシグネチャがあり、Beanの valueプロパティを文
字列、java.lang.Integer値、Javaの int値または JmlNumber値から設定できます。 
文字列入力の場合、文字列の変換は標準 java.lang.Integer.decode()メソッドと同じ
ルールに従って実行されます。

� void setTypedValue(String)

� void setTypedValue(Integer)

� void setTypedValue(int)

� void setTypedValue(JmlNumber)

equals()メソッドは、Beanの valueプロパティが、指定された Javaの int値と等しいか
どうかをテストします。

� boolean equals(int)

typedEquals()メソッドには複数のシグネチャがあり、Beanの valueプロパティの値
が、指定された文字列（「1234」など）、java.lang.Number値または JmlNumber値と等
しいかどうかをテストします。

� boolean typedEquals(String)

� boolean typedEquals(Integer)

� boolean typedEquals(JmlNumber)

toString()メソッドは、Beanの valueプロパティを等価の java.lang.String値
（「1234」など）として戻します。 このメソッドの機能性は、標準
java.lang.Integer.toString()メソッドと同じです。

� String toString()

JmlFPNumber型型型型
JmlFPNumberオブジェクトは、Javaの double値と等価の 64ビット浮動小数点数を表し
ます。

getValue()および setValue()メソッドは、Beanの valueプロパティを Javaの
double値として取得または設定します。
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� double getValue()

� void setValue(double)

setTypedValue()メソッドには複数のシグネチャがあり、Beanの valueプロパティを文
字列（「3.57」など）、java.lang.Integer値、Javaの int値、java.lang.Float値、
Javaの float値、java.lang.Double値、Javaの double値または JmlFPNumber値か
ら設定できます。 文字列入力の場合、文字列の変換は標準
java.lang.Double.valueOf()メソッドと同じルールに従って実行されます。

� void setTypedValue(String)

� void setTypedValue(Integer)

� void setTypedValue(int)

� void setTypedValue(Float)

� void setTypedValue(float)

� void setTypedValue(Double)

� void setTypedValue(double)

� void setTypedValue(JmlFPNumber)

equals()メソッドは、Beanの valueプロパティが、指定された Javaの double値と等
しいかどうかをテストします。

� boolean equals(double)

typedEquals()メソッドには複数のシグネチャがあり、Beanの valueプロパティの値
が、指定された文字列（「3.57」など）、java.lang.Integer値、Javaの int値、
java.lang.Float値、Javaの float値、java.lang.Double値、Javaの double値ま
たは JmlFPNumber値と等価かどうかをテストします。

� boolean typedEquals(String)

� boolean typedEquals(Integer)

� boolean typedEquals(int)

� boolean typedEquals(Float)

� boolean typedEquals(float)

� boolean typedEquals(Double)

� boolean typedEquals(JmlFPNumber)

toString()メソッドは、Beanの valueプロパティを java.lang.String値（「3.57」な
ど）として戻します。 このメソッドの機能性は、標準 java.lang.Double.toString()
メソッドと同じです。

� String toString()
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JmlString型型型型
JmlStringオブジェクトは、java.lang.String値を表します。

getValue()および setValue()メソッドは、Beanの valueプロパティを
java.lang.String値として取得または設定します。setValue()コールの入力が NULL
であれば、valueプロパティは空（長さ 0）の文字列に設定されます。

� String getValue()

� void setValue(String)

toString()メソッドの機能は、getValue()メソッドと等価です。

� String toString()

setTypedValue()メソッドは、指定された JmlString値に従って Beanの valueプロパ
ティを設定します。 JmlString値が NULLであれば、valueプロパティは空（長さ 0）の文
字列に設定されます。

� void setTypedValue(JmlString)

isEmpty()メソッドは、Beanの valueプロパティが空（長さ 0）の文字列 ""かどうかを
テストします。

� boolean isEmpty()

equals()メソッドには 2つのシグネチャがあり、Beanの valueプロパティが指定された
java.lang.String値と等しいか、JmlString値と等しいかをテストします。

� boolean equals(String)

� boolean equals(JmlString)

JMLのデータ型の例のデータ型の例のデータ型の例のデータ型の例
この例は、有効範囲内で単純なデータ型を管理するための、JMLのデータ型の JavaBeansの
使用方法を示しています。 このページでは、JMLの型ごとに 1つずつ、4つのセッション・
オブジェクトが宣言されています。 このページは、各型の値を入力できるフォームを表しま
す。 新規の値が発行されると、フォームには新規の値と以前に設定されていた値の両方が表
示されます。 この出力の生成プロセス中に、ページによりセッション・オブジェクトが新規
フォームの値で更新されます。

<jsp:useBean id = "submitCount" class = "oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "session" />

<jsp:useBean id = "bool" class = "oracle.jsp.jml.JmlBoolean" scope = "session" >
        <jsp:setProperty name = "bool" property = "value" param = "fBoolean" />
</jsp:useBean>

<jsp:useBean id = "num" class = "oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "session" >
        <jsp:setProperty name = "num" property = "value" param = "fNumber" />
</jsp:useBean>
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<jsp:useBean id = "fpnum" class = "oracle.jsp.jml.JmlFPNumber" scope = "session" >
        <jsp:setProperty name = "fpnum" property = "value" param = "fFPNumber" />
</jsp:useBean>

<jsp:useBean id = "str" class = "oracle.jsp.jml.JmlString" scope = "session" >
        <jsp:setProperty name = "str" property = "value" param = "fString" />
</jsp:useBean>

<HTML>

<HEAD>
        <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=iso-8859-1">
        <META NAME="GENERATOR" Content="Visual Page 1.1 for Windows">
        <TITLE>OracleJSP Extended Datatypes Sample</TITLE>
</HEAD>

<BODY BACKGROUND="images/bg.gif" BGCOLOR="#FFFFFF">

<% if (submitCount.getValue() > 1) { %>
        <h3> Last submitted values </h3>
        <ul>
                <li> bool: <%= bool.getValue() %>
                <li> num: <%= num.getValue() %>
                <li> fpnum: <%= fpnum.getValue() %>
                <li> string: <%= str.getValue() %>
        </ul>
<% }

   if (submitCount.getValue() > 0) { %>

        <jsp:setProperty name = "bool" property = "value" param = "fBoolean" />
        <jsp:setProperty name = "num" property = "value" param = "fNumber" />
        <jsp:setProperty name = "fpnum" property = "value" param = "fFPNumber" />
        <jsp:setProperty name = "str" property = "value" param = "fString" />

        <h3> New submitted values </h3>
        <ul>
                <li> bool: <jsp:getProperty name="bool" property="value" />
                <li> num: <jsp:getProperty name="num" property="value" />
                <li> fpnum: <jsp:getProperty name="fpnum" property="value" />
                <li> string: <jsp:getProperty name="str" property="value" />
        </ul>
<% } %>
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<jsp:setProperty name = "submitCount" property = "value" value = "<%= submitCount.getValue() + 1 %>" 
/>

<FORM ACTION="index.jsp" METHOD="POST" ENCTYPE="application/x-www-form-urlencoded">
<P> <pre>
 boolean test: <INPUT TYPE="text" NAME="fBoolean" VALUE="<%= bool.getValue() %>" >
  number test: <INPUT TYPE="text" NAME="fNumber" VALUE="<%= num.getValue() %>" >
fpnumber test: <INPUT TYPE="text" NAME="fFPNumber" VALUE="<%= fpnum.getValue() %>" >
  string test: <INPUT TYPE="text" NAME="fString" VALUE= "<%= str.getValue() %>" >
</pre>

<P> <INPUT TYPE="submit">

</FORM>

</BODY>

</HTML>

OracleJSPのののの XMLおよびおよびおよびおよび XSLサポートサポートサポートサポート
JSPテクノロジを使用すると、動的な HTMLページのみでなく動的な XMLページも生成で
きます。 OracleJSPでは、次の 2つの方法で JSPページでの XMLおよび XSLテクノロジの使
用がサポートされます。

� OracleJSPトランスレータには、標準 XMLの代替 JSP構文を認識するロジックが組み込
まれています。

� OracleJSPには、JSP出力ストリームに XSLスタイルシートを適用するための JMLタグが
用意されています。

また、Oracle8iでは、データベース問合せ時の XML機能に使用する XML-SQLユーティリ
ティの一部として、oracle.xml.sql.query.OracleXMLQueryクラスが提供されます。 
このクラスには、ファイル xsu12.jar（JDK 1.2.x用）または xsu111.jar（JDK 1.1.x用）
が必要です。この 2つのファイルは、OracleJSPの Database-Access JavaBeansでの XML機
能にも必要で、Oracle8iリリース 8.1.7で提供されます。

OracleXMLQueryを使用する JSPのサンプルについては、9-33ページの「XMLの問合せ 
— XMLQuery.jsp」を参照してください。

OracleXMLQueryクラスと他の XML - SQLユーティリティの機能の詳細は、『Oracle8i ア
プリケーション開発者ガイド — XML』を参照してください。
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XMLの代替構文の代替構文の代替構文の代替構文
スクリプトレットを表す <%...%>、宣言を表す <%!...%>および式を表す <%=...%>な
どの JSPタグの構文は、XMLドキュメント内では無効です。 Sun Microsystemsは、この問
題に『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』で XML互換構文を使用して等価 JSPタ
グを定義することで対処しています。 これは、XMLドキュメントの先頭の jsp:root開始
タグ内で指定できる標準 DTDを介して実装されます。

この機能により、たとえば XMLオーサリング・ツールで XMLベースの JSPページを作成
できます。

OracleJSPでは、この DTDが直接使用されることはなく、jsp:rootタグを使用する必要も
ありませんが、OracleJSPトランスレータには、標準 DTDに指定された代替構文を認識する
ロジックが組み込まれています。表 5-1は、この構文を示しています。

ほとんどの部分では、jsp:useBeanなどの JSPアクション・タグに、すでに XML準拠の
構文が使用されています。 ただし、引用符の表記規則や要求時属性の式などにより、変更が
必要な場合があります。

表表表表 5-1 XMLの代替構文の代替構文の代替構文の代替構文 

標準標準標準標準 JSP構文構文構文構文 XML代替代替代替代替 JSP構文構文構文構文

<%@ directive ...%>

例 :
<%@ page ... %>
<%@ include ... %>

<jsp:directive.directive ... />

例 :
<jsp:directive.page ... />
<jsp:directive.include ... />

<%! ... %>（宣言） <jsp:declaration>
...declarations go here...
</jsp:declaration>

<%= ... %>（式） <jsp:expression>
...expression goes here...
</jsp:expression>

<% ... %>（スクリプトレット） <jsp:scriptlet>
...code fragment goes here...
</jsp:scriptlet>
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XSLスタイルシート用のスタイルシート用のスタイルシート用のスタイルシート用の JMLタグタグタグタグ
動的ページに XMLと XSLを多数使用する場合は、結果がクライアントに戻される前にサー
バー上で XSL変換を実行する必要があります。 

OracleJSPには、このプロセスを簡素化するために 2つのシノニムの JMLタグが用意されて
います。 次の例のように、JMLの transformタグまたは JMLの styleSheetタグを使用
します（どちらも効果は同じです）。

<jml:transform href="xslRef" >

   ...Tag body contains regular JSP commands and static text that
   produce the XML code that the stylesheet is to be applies to...

</jml:transform >

（表記規則により jml:接頭辞が使用されていますが、taglibディレクティブではどの接頭
辞でも指定できます。）

hrefパラメータについては、次の点に注意してください。

� 静的な XSLスタイルシートまたは動的に生成された XSLスタイルシートを参照できま
す。 たとえば、スタイルシートを生成する JSPページまたはサーブレットを参照できま
す。

� 完全修飾の URL（http://host[:port]/yourpath）、アプリケーション相対の JSP参
照（「/」で始まる参照）またはページ相対の JSP参照（「/」以外で始まる参照）を指定
できます。 アプリケーション相対パスとページ相対パスについては、1-8ページの「JSP
ページの間接要求」を参照してください。

� 動的に指定できます。 デフォルトでは、hrefの値は静的な Java文字列です。 ただし、標
準 JSP式構文を使用して、動的に計算される値を指定できます。

通常は、transformまたは styleSheetタグを使用してページ全体を変換します。 ただ
し、タグが適用されるのは、本体のうち開始タグと終了タグで囲まれた部分のみです。 した
がって、各ブロックの境界をそれぞれ transformまたは styleSheetタグ・セットで設
定し、該当するスタイルシートへの固有の hrefポインタを指定して、ページ内で個別 XSL
ブロックを使用できます。

重要重要重要重要 : JMLタグを使用する場合は、7-18ページの「JSPマークアップ言
語（JML）のサンプル・タグ・ライブラリの概要」を参照してください。
5-10　Oracle8i JavaServer Pages 開発者ガイドおよびリファレンス                              



移植可能な OracleJSPプログラミング拡張機能
jml:transformを使用するを使用するを使用するを使用する XSLの例の例の例の例
この項では、サンプル XSLスタイルシートと、jml:transformタグを使用してスタイル
シート経由で出力をフィルタ処理するサンプル JSPページについて説明します。 （この例は
簡素化されており、ページ内の XMLは静的です。 より現実的な例では、JSPページを使用し
て XML全体またはその一部を動的に生成してから、変換を実行している場合があります。）

サンプル・スタイルシートサンプル・スタイルシートサンプル・スタイルシートサンプル・スタイルシート : hello.xsl  

<?xml version="1.0"?>

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 
  <xsl:template match="page">
   <html>
    <head>
     <title>
      <xsl:value-of select="title"/>
     </title>
    </head>
    <body bgcolor="#ffffff">
     <xsl:apply-templates/>
    </body>
   </html>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="title">
   <h1 align="center">
    <xsl:apply-templates/>
   </h1>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="paragraph">
   <p align="center">
    <i>
     <xsl:apply-templates/>
    </i>
   </p>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
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サンプルサンプルサンプルサンプル JSPページページページページ : hello.jsp  

<%@ page session = "false" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/jmltaglib.tld" prefix="jml" %> 

<jml:transform href="style/hello.xsl" >

<page>
 <title>Hello</title>
 <content>
  <paragraph>This is my first XML/XSL file!</paragraph>
 </content>
</page>

</jml:transform>

この例の出力は次のようになります。

Oracle Database-Access JavaBeans
OracleJSPは、Oracleデータベースへのアクセスに使用するカスタム JavaBeansのセットを
提供します。 次の Beanは、oracle.jsp.dbutilパッケージに含まれています。

� ConnBeanは、単一のデータベース接続をオープンします。

� ConnCacheBeanは、データベース接続に Oracleの接続キャッシング実装を使用しま
す。 （JDBC 2.0が必要です。）

� DBBeanはデータベース問合せを実行します。

� CursorBeanは、問合せのみでなく、UPDATE、INSERTおよび DELETE文とストアド・
プロシージャ・コールについて一般的な DMLサポートを提供します。
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これらの Beanの使用例については、9-20ページの「Database-Access JavaBeansのサンプ
ル」を参照してください。

4つの Beanは、いずれもイベント通知用の OracleJSPの JspScopeListenerインタ
フェースを実装します。 5-30ページの「OracleJSPのイベント処理 — JspScopeListener」を
参照してください。

この項は、Oracle JDBCの実務上の知識があることを前提としています。 必要であれば、
『Oracle8i JDBC 開発者ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

データベース接続用のデータベース接続用のデータベース接続用のデータベース接続用の ConnBean
単純なデータベース接続（接続プーリングまたはキャッシュを使用しない接続）を確立する
には、oracle.jsp.dbutil.ConnBeanを使用します。

ConnBeanのプロパティは、次のとおりです。

� user（データベース・スキーマのユーザー ID）

� password（ユーザー・パスワード）

� URL（データベース接続文字列）

� stmtCacheSize（Oracle JDBCの文キャッシュ用のキャッシュ・サイズ）

stmtCacheSizeを設定すると、Oracle JDBCの文キャッシュ機能が使用可能になりま
す。 文キャッシュ機能と制限事項の概要は、4-6ページの「JDBC文のキャッシュ」を参
照してください。

重要重要重要重要 : Oracle Database-Access JavaBeansを使用するには、ファイル
ojsputil.jarをインストールして CLASSPATHに挿入します。 この
ファイルは、OracleJSPのインストール時に提供されます。 XML関連のメ
ソッドと機能を使用するには、Oracle8iリリース 8.1.7で提供されるファ
イル xsu12.jar（JDK 1.2.x用）または xsu111.jar（JDK 1.1.x用）も
必要です。

注意注意注意注意 :

� 問合せのみの場合は、独自の接続メカニズムを持つ DBBeanを使用す
る方が単純です。

� 接続キャッシュを使用するには、かわりに ConnCacheBeanを使用し
ます。

� JSPページに使用する JavaBeansと同様に、設定メソッドを直接使用
するかわりに、jsp:setPropertyアクションで ConnBeanのプロ
パティのいずれかを設定できます。
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� executeBatch（Oracle JDBCのバッチ更新用のバッチ・サイズ）

executeBatchを設定すると、Oracle JDBCのバッチ更新が使用可能になります。 この
機能の概要は、4-7ページの「バッチ更新」を参照してください。

� preFetch（Oracle JDBCの行のプリフェッチでプリフェッチされる文の数）

preFetchを設定すると、Oracle JDBCの行のプリフェッチ機能が使用可能になりま
す。 この機能の概要は、4-7ページの「行のプリフェッチ」を参照してください。

ConnBeanには、次の設定メソッドと取得メソッドおよびプロパティがあります。

� void setUser(String)

� String getUser()

� void setPassword(String)

� String getPassword()

� void setURL(String)

� String getURL()

� void setStmtCacheSize(int)

� int getStmtCacheSize()

� void setExecuteBatch(int)

� int getExecuteBatch()

� void setPreFetch(int)

� int getPreFetch()

接続のオープンとクローズには、次のメソッドを使用します。

� void connect() — ConnBeanプロパティ設定を使用してデータベース接続を確立し
ます。

� void close() — 接続をクローズし、オープン・カーソルがあればそれもクローズし
ます。

カーソルをオープンして CursorBeanオブジェクトを戻すには、次のメソッドを使用しま
す。

� CursorBean getCursorBean(int, String)

または

� CursorBean getCursorBean(int)
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入力は、次のとおりです。

– 必要な JDBC文の型を指定する int定数、CursorBean.PLAIN_STMT
（Statementオブジェクトの場合）、CursorBean.PREP_STMT
（PreparedStatementオブジェクトの場合）または CursorBean.CALL_STMT
（CallableStatementオブジェクトの場合）のいずれか 1つ

– 実行する SQL操作を指定する文字列（オプション。SQL操作は、文を実行する
CursorBeanメソッドのコールでも指定できます。）

CursorBeanの機能の詳細は、5-18ページの「DMLとストアド・プロシージャ用の
CursorBean」を参照してください。

接続キャッシュ用の接続キャッシュ用の接続キャッシュ用の接続キャッシュ用の ConnCacheBean
Oracle JDBCの接続キャッシュ・メカニズム（JDBC 2.0の接続プーリングを使用）をデータ
ベース接続に使用するには、oracle.jsp.dbutil.ConnCacheBeanを使用します。 接続
キャッシュの概要は、4-5ページの「データベース接続のキャッシュ」を参照してください。

ConnCacheBeanのプロパティは、次のとおりです。

� user（データベース・スキーマのユーザー ID）

� password（ユーザー・パスワード）

� URL（データベース接続文字列）

� maxLimit（このキャッシュの最大許容接続数）

注意注意注意注意 :

� 単純な接続オブジェクト（接続プーリングまたはキャッシュ機能な
し）を使用するには、かわりに ConnBeanを使用します。

� ConnCacheBeanにより OracleConnectionCacheImplが拡張さ
れ、OracleConnectionCacheImplにより OracleDataSourceが
拡張されます（どちらも Oracle JDBCパッケージ
oracle.jdbc.poolにあります）。 これらの Oracle JDBCクラスの詳
細は、『Oracle8i JDBC 開発者ガイドおよびリファレンス』を参照して
ください。

� JSPページに使用する JavaBeansと同様に、設定メソッドを直接使用
するかわりに、jsp:setPropertyアクションで ConnCacheBean
のプロパティのいずれかを設定できます。

� ConnBeanとは異なり、ConnCacheBeanを使用する場合は、標準
Connectionオブジェクトの機能を使用して文オブジェクトを作成
し、実行します。
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� minLimit（このキャッシュに存在する最小接続数。接続数がこの数値よりも少ない場
合は、キャッシュの「アイドル・プール」にも接続が含まれます。）

� stmtCacheSize（Oracle JDBCの文キャッシュ用のキャッシュ・サイズ）

stmtCacheSizeを設定すると、Oracle JDBCの文キャッシュ機能が使用可能になりま
す。 Oracle JDBCの文キャッシュ機能と制限事項の概要は、4-6ページの「JDBC文の
キャッシュ」を参照してください。

� cacheScheme（次のいずれかのキャッシュ・タイプ）

– DYNAMIC_SCHEME — 新規にプールされる接続を上限に関係なく作成できますが、
提供された論理接続インスタンスが使用されなくなると、即時に自動的にクローズ
されて解放されます。

– FIXED_WAIT_SCHEME — 上限に達すると、新規接続は既存の接続オブジェクトが
解放されるまで待機します。

– FIXED_RETURN_NULL_SCHEME — 上限に達すると、接続オブジェクトが解放され
るまで、新規接続は失敗します（nullが戻されます）。

ConnCacheBeanクラスでは、プロパティの次の取得メソッドや設定メソッドなど、Oracle 
JDBCの OracleConnectionCacheImplクラスで定義されたメソッドがサポートされま
す。

� void setUser(String)

� String getUser()

� void setPassword(String)

� String getPassword()

� void setURL(String)

� String getURL()

� void setMaxLimit(int)

� int getMaxLimit()

� void setMinLimit(int)

� int getMinLimit()

� void setStmtCacheSize(int)

� int getStmtCacheSize()

� void setCacheScheme(int)

ConnCacheBean.DYNAMIC_SCHEME、ConnCacheBean.FIXED_WAIT_SCHEMEまた
は ConnCacheBean.FIXED_RETURN_NULL_SCHEMEを指定します。
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� int getCacheScheme()

ConnCacheBean.DYNAMIC_SCHEME、ConnCacheBean.FIXED_WAIT_SCHEMEまた
は ConnCacheBean.FIXED_RETURN_NULL_SCHEMEを戻します。

また、ConnCacheBeanクラスは、oracle.jdbc.pool.OracleDataSourceクラスから
プロパティおよび関連する取得メソッドと設定メソッドを継承します。これにより、プロパ
ティ databaseName、dataSourceName、description、networkProtocol、
portNumber、serverNameおよび driverTypeの取得メソッドと設定メソッドが提供さ
れます。 これらのプロパティとその取得メソッドおよび設定メソッドの詳細は、『Oracle8i 
JDBC 開発者ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

接続のオープンとクローズには、次のメソッドを使用します。

� Connection getConnection() — ConnCacheBeanのプロパティ設定を使用して接
続キャッシュから接続を取得します。

� void close() — すべての接続をクローズし、オープン・カーソルがあればそれもク
ローズします。

ConnCacheBeanクラスでは、Oracle JDBCのバッチ更新と行のプリフェッチは直接サポー
トされませんが、getConnection()メソッドから取得する Connectionオブジェクトの
setDefaultExecuteBatch(int)および setDefaultRowPrefetch(int)メソッドを
コールすると、これらの機能を有効化できます。 また、Connectionオブジェクトから作成
する JDBCの文オブジェクトの setExecuteBatch(int)および setRowPrefetch(int)
メソッドを使用することもできます（バッチ更新は、プリコンパイルされた SQL文でのみ
サポートされます）。 これらの機能の概要は、4-7ページの「バッチ更新」および 4-7ページ
の「行のプリフェッチ」を参照してください。

問合せ専用の問合せ専用の問合せ専用の問合せ専用の DBBean
問合せのみを実行するには、oracle.jsp.dbutil.DBBeanを使用します。

注意注意注意注意 :

� DBBeanには、独自の接続メカニズムがあります。ConnBeanを使用
しないでください。

� 他のすべての DML操作（UPDATE、INSERT、DELETEまたはストア
ド・プロシージャ・コール）には、CursorBeanを使用します。

� JSPページに使用する JavaBeansと同様に、設定メソッドを直接使用
するかわりに、jsp:setProperty文で DBBeanのプロパティのいず
れかを設定できます。
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DBBeanのプロパティは、次のとおりです。

� user（データベース・スキーマのユーザー ID）

� password（ユーザー・パスワード）

� URL（データベース接続文字列）

DBBeanには、前述のプロパティ用に次の設定メソッドと取得メソッドがあります。

� void setUser(String)

� String getUser()

� void setPassword(String)

� String getPassword()

� void setURL(String)

� String getURL()

接続のオープンとクローズには、次のメソッドを使用します。

� void connect() — DBBeanプロパティ設定を使用してデータベース接続を確立しま
す。

� void close() — 接続をクローズし、オープン・カーソルがあればそれもクローズし
ます。

問合せを実行するには、次のどちらかのメソッドを使用します。

� String getResultAsHTMLTable(String) — SELECT文で文字列を入力します。

このメソッドは、結果セットを HTML表として出力するために必要な HTMLコマンド
とともに文字列を戻します。 表の列ヘッダーには、SQL列名（または別名）が使用され
ます。

� String getResultAsXMLString(String) — SELECT文で文字列を入力します。

このメソッドは、XMLタグの SQL名（または別名）を使用して、結果セットを XML
文字列として戻します。

DMLとストアド・プロシージャ用のとストアド・プロシージャ用のとストアド・プロシージャ用のとストアド・プロシージャ用の CursorBean
単純接続での SELECT、UPDATE、INSERTまたは DELETE操作やストアド・プロシージャ・
コールには、oracle.jsp.dbutil.CursorBeanを使用します。 接続には、以前に定義済
みの ConnBeanオブジェクトが使用されます。

SQL操作は、ConnBeanオブジェクトの getCursorBean()コールで指定するか、後述す
るように CursorBeanオブジェクトの create()、execute()または executeQuery()
メソッドのコールを介して指定できます。
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CursorBeanでは、スクロール可能で更新可能なカーソル、バッチ更新、行のプリフェッチ
および問合せのタイムアウト制限がサポートされます。 これらの Oracle JDBC機能の詳細は、
『Oracle8i JDBC 開発者ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

CursorBeanのプロパティは、次のとおりです。

� executeBatch（Oracle JDBCのバッチ更新用のバッチ・サイズ）

このプロパティを設定すると、Oracle JDBCのバッチ更新が使用可能になります。

� preFetch（Oracle JDBCの行のプリフェッチでプリフェッチされる文の数）

このプロパティを設定すると、Oracle JDBCの行のプリフェッチが使用可能になります。

� queryTimeout（タイムアウトを発行する前にドライバが文の実行を待機する秒数）

� resultSetType（結果セットのスクロール可能性）

– TYPE_FORWARD_ONLY（デフォルト） — 前方にのみ（next()メソッドを使用し
て）スクロール可能で、位置指定はできない結果セット。

– TYPE_SCROLL_INSENSITIVE — 前方または後方にスクロール可能で、位置指定で
きるが、基礎となるデータベース変更には影響を受けない結果セット。

– TYPE_SCROLL_SENSITIVE — 前方または後方にスクロール可能で、位置指定で
き、基礎となるデータベース変更に影響を受ける結果セット。

結果セットのスクロール可能性タイプの詳細は、『Oracle8i JDBC 開発者ガイドおよびリ
ファレンス』を参照してください。

� resultSetConcurrency（結果セットの更新可能性）

– CONCUR_READ_ONLY（デフォルト） — 読取り専用の（更新できない）結果セット。

– CONCUR_UPDATABLE — 更新可能な結果セット。

更新可能な結果セットの詳細は、『Oracle8i JDBC 開発者ガイドおよびリファレンス』を
参照してください。

注意注意注意注意 :

� 接続キャッシュを使用するには、ConnCacheBeanと標準の
Connectionオブジェクトの機能を使用します。 CursorBeanは使用
しないでください。

� JSPページに使用する JavaBeansと同様に、設定メソッドを直接使用
するかわりに、jsp:setPropertyアクションで CursorBeanプロ
パティのいずれかを設定できます。
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これらのプロパティを次のメソッドで設定し、Oracle JDBCの機能を必要に応じて有効化で
きます。

� void setExecuteBatch(int)

� int getExecuteBatch()

� void setPreFetch(int)

� int getPreFetch()

� void setQueryTimeout(int)

� int getQueryTimeout()

� void setResultSetConcurrency(int)

CursorBean.CONCUR_READ_ONLYまたは CursorBean.CONCUR_UPDATABLEを指定
します。 

� int getResultSetConcurrency()

CursorBean.CONCUR_READ_ONLYまたは CursorBean.CONCUR_UPDATABLEを戻し
ます。

� void setResultSetType(int)

CursorBean.TYPE_FORWARD_ONLY、CursorBean.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE
または CursorBean.TYPE_SCROLL_SENSITIVEを指定します。 

� int getResultSetType()

CursorBean.TYPE_FORWARD_ONLY、CursorBean.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE
または CursorBean.TYPE_SCROLL_SENSITIVEを戻します。

CursorBeanインスタンスを jsp:useBean文で定義した後に問合せを実行するには、
CursorBeanメソッドを使用して次のどちらかの方法でカーソルを作成できます。 次のメ
ソッドを使用すると、カーソルの作成と接続の提供を別々のステップで実行できます。

� void create()

� void setConnBean(ConnBean)

また、次のようにプロセスを 1ステップにまとめることもできます。

� void create(ConnBean)

（ConnBeanオブジェクトを 5-13ページの「データベース接続用の ConnBean」の説明に
従って設定してください。）
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次のメソッドを使用し、問合せを指定して実行します。 （裏側では JDBCの単純な
Statementオブジェクトが使用されます。）

� ResultSet executeQuery(String)

SELECT文で文字列を指定します。 

また、結果セットを HTML表または XML文字列としてフォーマットする場合は、
executeQuery()のかわりに次のどちらかのメソッドを使用します。

� String getResultAsHTMLTable(String)

文字列とともに、結果セットの HTML表を作成する HTML文を戻します。 SELECT文
で文字列を指定します。 

� String getResultAsXMLString(String)

結果セット・データを XML文字列で戻します。 SELECT文で文字列を指定します。 

CursorBeanインスタンスを jsp:useBeanアクションで定義した後に、UPDATE、
INSERTまたは DELETE文を実行するには、CursorBeanメソッドを使用して次のどちらか
の方法でカーソルを作成します。 次のメソッドを使用すると、カーソルを作成して（文の型
を integer、SQL文を文字列として指定）接続を提供できます。

� void create(int, String)

� void setConnBean(ConnBean)

また、次のようにプロセスを 1ステップにまとめることもできます。

� void create(ConnBean, int, String)

（ConnBeanオブジェクトを 5-13ページの「データベース接続用の ConnBean」で説明した
ように設定してください。）

intの入力は、必要な JDBC文の型を指定する定数、CursorBean.PLAIN_STMT
（Statementオブジェクトの場合）、CursorBean.PREP_STMT（PreparedStatementオ
ブジェクトの場合）または CursorBean.CALL_STMT（CallableStatementオブジェク
トの場合）の 1つを指定する値です。 

Stringの入力は、SQL文を指定する値です。

次のメソッドを使用して INSERT、UPDATEまたは DELETE文を実行します。 （booleanの
戻り値は無視してかまいません。）

� boolean execute()

また、バッチ更新の場合は、影響する行数を戻す次のメソッドを使用します。 （バッチ更新
を有効化する方法については後述します。）

� int executeUpdate()
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また、CursorBeanでは、registerOutParameter()メソッド、setXXX()メソッドお
よび getXXX()メソッドなど、Oracle JDBCの文および結果セット機能がサポートされま
す。

データベース・カーソルをクローズするには、次のメソッドを使用します。

� void close()

OracleJSPのののの SQL用タグ・ライブラリ用タグ・ライブラリ用タグ・ライブラリ用タグ・ライブラリ
リリース 8.1.7では、OracleJSPは SQL機能のためのカスタム・タグ・ライブラリを（JML
のカスタム・タグ・ライブラリとは別個に）提供します。

提供されるタグは、次のとおりです。

� dbOpen — データベース接続をオープンします。

� dbClose — データベース接続をクローズします。

� dbQuery — 問合せを実行します。

� dbCloseQuery — 問合せ用のカーソルをクローズします。

� dbNextRow — 結果セットの各行を処理します。

� dbExecute — 任意の SQL文（DMLまたは DDL）を実行します。

ここでは、これらのタグについて説明します。 例については、5-26ページの「SQLタグの
例」を参照してください。

SQLタグを使用する場合は、次の要件に注意してください。

� ファイル ojsputil.jarをインストールし、CLASSPATHに挿入します。 このファイル
は、OracleJSPのインストール時に提供されます。

� タグ・ライブラリ記述ファイル sqltaglib.tldがアプリケーションとともに配布さ
れ、次のように JSPページの taglibディレクティブで指定した場所に格納されている
ことを確認します。

<%@ taglib uri="/WEB-INF/sqltaglib.tld" prefix="sql" %>

注意注意注意注意 : execute()および executeUpdate()メソッドは、オプション
で SQL操作を指定する Stringを取ることができます。 create()対応す
るコールと、ConnBean内の getCursorBean()コールは、オプション
で SQL操作を指定する Stringを取りません。 文の作成時または実行時の
操作を指定します。両方は指定できません。
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ライブラリ記述ファイルや taglibディレクティブなど、JSP 1.1のタグ・ライブラリの使用
方法の概要は、7-2ページの「標準タグ・ライブラリのフレームワーク」を参照してくださ
い。

SQLのののの dbOpenタグタグタグタグ
データベース接続をオープンするには、dbOpenタグを使用します。

<sql:dbOpen   
   [ connId="connection-id" ]
     user="username" 
     password="password" 
     URL="databaseURL" > 
...
</sql:dbOpen>

この接続で実行するネストしたコードは、dbOpenの開始タグと終了タグの間のタグ本体に
挿入できます。 （5-26ページの「SQLタグの例」を参照してください。） オプションの
connIdパラメータを使用して接続識別子を設定する場合は、この接続を介して実行する
コードで接続識別子を参照できます。dbOpenの開始タグと終了タグで囲む必要はありませ
ん。 （接続識別子には任意の文字列を使用できます。）

パスワードを JSPページにハードコーディングする必要はありません（セキュリティ上の問
題になります）。 パスワードはハードコーディングせずに、次のように requestオブジェク
トから他のパラメータとともに取得できます。

<sql:dbOpen connId="conn1" user=<%=request.getParameter("user")%>
            password=<%=request.getParameter("password")%> URL="url" />

（この例では、この接続を使用するコードのタグ本体は不要です。この接続を使用する文で
は、connIdの conn1値を介して参照できます。）

接続識別子を設定すると、dbCloseタグで明示的にクローズするまで、接続はクローズさ
れません。 接続識別子を設定しない場合は、</sql:dbOpen>の終了タグが検出されると接
続が自動的にクローズされます。

このタグでは、接続に ConnBeanオブジェクトが使用されます。 オプションで ConnBean
のプロパティ stmtCacheSize、preFetchおよび batchSizeを追加設定し、これらの
Oracle JDBC機能を有効化できます。 詳細は、5-13ページの「データベース接続用の
ConnBean」を参照してください。

SQLのののの dbCloseタグタグタグタグ
dbOpenタグで指定したオプションの connIdパラメータに対応付けられた接続をクローズ
するには、dbCloseタグを使用します。 dbOpenタグ内で connIdを使用しない場合は、
dbOpenの終了タグに達すると接続が自動的にクローズされます。dbCloseタグは不要で
す。

<sql:dbClose connId="connection-id" />
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SQLのののの dbQueryタグタグタグタグ
問合せを実行し、結果を JDBCの結果セット、HTML表または XML文字列として出力する
には、dbQueryタグを使用します。 SELECT文を、dbQueryの開始タグと終了タグの間の
タグ本体に（1つのみ）挿入します。

<sql:dbQuery 
   [ queryId="query-id" ]
   [ connId="connection-id" ]
   [ output="HTML|XML|JDBC"] >
    ...SELECT statement (one only)...
 </sql:dbQuery>

このタグのパラメータは、いずれも後述の用途に応じてオプションで使用できます。 

dbNextRowタグを使用して結果セットを処理する場合は、queryIdパラメータを使用して
問合せ識別子を設定する必要があります。 queryIdには任意の文字列を使用できます。

また、queryIdパラメータがあると、dbCloseQueryタグで明示的にクローズするまで、
カーソルはクローズされません。 問合せ識別子を設定しない場合は、</sql:dbQuery>の
終了タグが検出されると、カーソルが自動的にクローズされます。 

connIdを指定しない場合は、dbQueryを dbOpenタグの本体内でネストする必要があり
ます。dbOpenタグでオープンした接続が使用されます。

出力タイプの場合は、次の動作が発生します。

� HTMLにより、結果セットが HTML表に挿入されます（デフォルト）。

� XMLにより、結果セットが XML文字列に挿入されます。

� JDBCにより、結果セットが dbNextRowタグを使用して処理できる JDBCの
ResultSetオブジェクトに挿入され、行を介して反復されます。

注意注意注意注意 : OracleJSP環境では、Oracleの JspScopeListenerメカニズム
を介して、セッション・ベースのイベント処理で接続を自動的にクローズ
させることができます。 5-30ページの「OracleJSPのイベント処理 — 
JspScopeListener」を参照してください。

重要重要重要重要 : リリース 8.1.7（OracleJSP 1.1.0.0.0）では、SELECT文の末尾にセ
ミコロンを使用しないでください。 末尾にセミコロンがあると構文エラー
になります。
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このタグでは、カーソルに CursorBeanオブジェクトが使用されます。 CursorBeanの機
能の詳細は、5-18ページの「DMLとストアド・プロシージャ用の CursorBean」を参照して
ください。

SQLのののの dbCloseQueryタグタグタグタグ
dbQueryタグで指定したオプションの queryIdパラメータに対応付けられたカーソルをク
ローズするには、dbCloseQueryタグを使用します。 dbQueryタグ内で queryIdを使用し
ない場合は、dbQueryの終了タグに達するとカーソルが自動的にクローズされます。
dbCloseQueryタグは不要です。

<sql:dbCloseQuery queryId="query-id" />

SQLのののの dbNextRowタグタグタグタグ
dbQueryタグで取得し、指定した queryIdに対応付けられている結果セットの各行を処理
するには、dbNextRowタグを使用します。 処理するコードを、dbNextRowの開始タグと終
了タグの間のタグ本体に挿入します。 本体が結果セットの行ごとに実行されます。

dbNextRowタグを使用する場合は、dbQueryタグで output=JDBCを指定し、
dbNextRowタグで参照する queryIdを指定する必要があります。

<sql:dbNextRow queryId="query-id" >

...Row processing...

</sql:dbNextRow >

ResultSetオブジェクトは、dbQueryタグの Tag-Extra-Infoクラスのインスタンス内で作成
されます（Tag-Extra-Infoクラスの詳細は、7-10ページの「タグ・ライブラリ記述ファイル」
を参照してください）。

注意注意注意注意 : OracleJSP環境では、Oracleの JspScopeListenerメカニズム
を介して、セッション・ベースのイベント処理でカーソルを自動的にク
ローズさせることができます。 5-30ページの「OracleJSPのイベント処理 
— JspScopeListener」を参照してください。
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SQLのののの dbExecuteタグタグタグタグ
DMLまたは DDL文を（1つのみ）実行するには、dbExecuteタグを使用します。 文を、
dbExecuteの開始タグと終了タグの間のタグ本体に挿入します。

<sql:dbExecute 
   [connId="connection-id"]
   [output="yes|no"] > 
   ...DML or DDL statement (one only)...
</sql:dbExecute > 

connIdを指定しない場合は、dbExecuteを dbOpenタグの本体内でネストし、dbOpen
タグでオープンした接続を使用する必要があります。

output=yesに設定すると、DML文の場合は、HTML文字列「number row[s] affected」が
ブラウザに出力されます。これは、操作の影響を受けたデータベース行数を示します。DDL
文の場合は、文の実行ステータスが出力されます。 デフォルト設定は noです。

このタグでは、カーソルに CursorBeanオブジェクトが使用されます。 CursorBeanの機
能の詳細は、5-18ページの「DMLとストアド・プロシージャ用の CursorBean」を参照して
ください。

SQLタグの例タグの例タグの例タグの例
次の例は、OracleJSPの SQLタグの使用方法を示しています。 （自分で実行する場合は、
URL、ユーザー名およびパスワードを適切に設定する必要があります。）

例例例例 1: 接続接続接続接続 IDを使用した問合せを使用した問合せを使用した問合せを使用した問合せ  

<%@ taglib uri="/WEB-INF/sqltaglib.tld" prefix="sql" %>
   <HTML> 
       <HEAD> 
           <TITLE>A simple example with open, query, and close tags</TITLE> 
       </HEAD>
       <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
            <HR>
            <sql:dbOpen URL="jdbc:oracle:thin:@dlsun991:1521:816"  
                        user="scott" password="tiger" connId="con1">
            </sql:dbOpen>
            <sql:dbQuery connId="con1">
               select * from EMP
            </sql:dbQuery>

重要重要重要重要 : リリース 8.1.7では、DMLまたは DDL文の末尾にセミコロンを使
用しないでください。 末尾にセミコロンがあると構文エラーになります。
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            <sql:dbClose connId="con1" />
            <HR> 
       </BODY> 
  </HTML> 

例例例例 2: dbOpenタグ内でネストした問合せタグ内でネストした問合せタグ内でネストした問合せタグ内でネストした問合せ  

<%@ taglib uri="/WEB-INF/sqltaglib.tld" prefix="sql" %>
   <HTML> 
       <HEAD> 
           <TITLE>Nested Tag with Query inside Open  </TITLE> 
       </HEAD>
       <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
            <HR>
            <sql:dbOpen URL="jdbc:oracle:thin:@dlsun991:1521:816"  
                        user="scott" password="tiger">
               <sql:dbQuery>
                  select * from EMP
               </sql:dbQuery>
            </sql:dbOpen>
            <HR> 
       </BODY> 
  </HTML> 

例例例例 3: XML出力を使用した問合せ出力を使用した問合せ出力を使用した問合せ出力を使用した問合せ  

<%@ taglib uri="/WEB-INF/sqltaglib.tld" prefix="sql" %>
   <HTML> 
       <HEAD> 
           <TITLE>A simple tagLib with XML output</TITLE> 
       </HEAD>
       <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
            <HR>
            <sql:dbOpen URL="jdbc:oracle:thin:@dlsun991:1521:816"  
                        user="scott" password="tiger">
               <sql:dbQuery output="xml">
                 select * from EMP
               </sql:dbQuery>
            </sql:dbOpen>
            <HR> 
       </BODY> 
  </HTML> 
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例例例例 4: 結果セットの反復結果セットの反復結果セットの反復結果セットの反復  

<%@ taglib uri="/WEB-INF/sqltaglib.tld" prefix="sql" %>
   <HTML> 
       <HEAD> 
           <TITLE>Result Set Iteration Sample </TITLE> 
       </HEAD>
       <BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
            <HR>
            <sql:dbOpen connId="con1" URL="jdbc:oracle:thin:@dlsun991:1521:816"
                       user="scott" password="tiger">
            </sql:dbOpen>
            <sql:dbQuery connId="con1" output="jdbc" queryId="myquery">
               select * from EMP
            </sql:dbQuery>
            <sql:dbNextRow queryId="myquery">
                <%= myquery.getString(1) %> 
            </sql:dbNextRow>
            <sql:dbCloseQuery queryId="myquery" />
            <sql:dbClose connId="con1" />
            <HR> 
       </BODY> 
  </HTML> 

例例例例 5: DDL文と文と文と文と DML文文文文  この例では、ユーザーが、実行する DMLまたは DDL文の種類を指
定できるように、HTMLフォームを使用しています。

<%@ taglib uri="/WEB-INF/sqltaglib.tld" prefix="sql" %>
<HTML> 
<HEAD><TITLE>DML Sample</TITLE></HEAD>
<FORM METHOD=get>
<INPUT TYPE="submit" name="drop" VALUE="drop table test_table"><br>
<INPUT TYPE="submit" name="create" 
                     VALUE="create table test_table (col1 NUMBER)"><br>
<INPUT TYPE="submit" name="insert" 
                     VALUE="insert into test_table values (1234)"><br>
<INPUT TYPE="submit" name="select" VALUE="select * from test_table"><br>
</FORM>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Result:
            <HR>
            <sql:dbOpen URL="jdbc:oracle:thin:@dlsun991:1521:816"  
             user="scott" password="tiger">
              <% if (request.getParameter("drop")!=null) { %>
              <sql:dbExecute output="yes">
                 drop table test_table
              </sql:dbExecute>
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              <% } %>
              <% if (request.getParameter("create")!=null) { %>
              <sql:dbExecute output="yes">
                 create table test_table (col1 NUMBER)
              </sql:dbExecute>
              <% } %>
              <% if (request.getParameter("insert")!=null) { %>
              <sql:dbExecute output="yes">
                insert into test_table values (1234)
              </sql:dbExecute>
              <% } %>
              <% if (request.getParameter("select")!=null) { %>
              <sql:dbQuery>
                 select * from test_table
              </sql:dbQuery>
              <% } %>
            </sql:dbOpen>
            <HR> 
</BODY> 
</HTML> 

Oracle固有のプログラミング拡張機能固有のプログラミング拡張機能固有のプログラミング拡張機能固有のプログラミング拡張機能
この項で説明する OracleJSPの拡張機能は、他の JSP環境には移植できません。 たとえば、
次の拡張機能があります。

� Oracle JspScopeListenerメカニズムを介したイベント処理

� SQL文を Javaコードに直接埋め込むための標準構文である SQLJのサポート

� JDBCのパフォーマンス強化機能の使用

注意注意注意注意 :

� サーブレット 2.0環境では、Webアプリケーション・フレームワーク
をサポートするために、OracleJSPは globals.jsaと呼ばれるメカ
ニズム、移植できない拡張機能を提供します。このメカニズムについ
ては、5-34ページの「サーブレット 2.0に対する OracleJSPのアプリ
ケーションおよびセッションのサポート」を参照してください。

� また、OracleJSPは拡張（移植できない）NLSのサポートも提供しま
す。8-4ページの「マルチバイト・パラメータのコード化に対する
OracleJSPの拡張サポート」を参照してください。 
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OracleJSPのイベント処理のイベント処理のイベント処理のイベント処理 — JspScopeListener
標準のサーブレットおよび JSPテクノロジでサポートされるのは、セッション・ベースのイ
ベントのみです。 OracleJSPでは、このサポートが oracle.jsp.eventパッケージ内の
JspScopeListenerインタフェースと JspScopeEventクラスを介して拡張されます。
OracleJSPのメカニズムでは、JSPアプリケーションで使用される Javaオブジェクトすべて
について、イベント処理用に次の 4つの標準 JSP有効範囲がサポートされます。

� page

� request

� session

� application

アプリケーションに使用する Javaオブジェクト用に、JspScopeListenerインタフェース
を適切なクラスに実装し、そのクラスのオブジェクトを jsp:useBeanなどのタグで JSPの
有効範囲に連結します。 

有効範囲の終わりに達すると、JspScopeListenerを実装し、その有効範囲に連結されて
いたオブジェクトにその旨が通知されます。通知は、OracleJSPコンテナにより、
JspScopeListenerインタフェースに指定した outOfScope()メソッドを介して、該当
するオブジェクトに JspScopeEventインスタンスが送られて実行されます。

JspScopeEventオブジェクトのプロパティは、次のとおりです。

� 終了する有効範囲（定数 PAGE_SCOPE、REQUEST_SCOPE、SESSION_SCOPEまたは
APPLICATION_SCOPEのいずれか 1つ）

� この有効範囲のオブジェクトのリポジトリであるコンテナ・オブジェクト（暗黙的オブ
ジェクト page、request、sessionまたは applicationのいずれか 1つ）

� 通知に関連するオブジェクトの名前（JspScopeListenerを実装するクラスのインス
タンスの名前）

� JSPの暗黙的な applicationオブジェクト

OracleJSPのイベント・リスナー・メカニズムは、pageまたは request有効範囲のオブ
ジェクト・リソースを、エラー条件に関係なく常に解放する必要のある開発者にとって大き
なメリットをもたらします。 このような開発者は、ページ実装を Javaの
try/catch/finallyブロックで囲む必要がなくなります。

詳細なサンプルについては、9-29ページの「JspScopeListenerを使用するページ — 
scope.jsp」を参照してください。
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OracleJSPによるによるによるによる Oracle SQLJのサポートのサポートのサポートのサポート
SQLJは、静的な SQL指示を Javaコードに直接埋め込むための標準構文であり、データベー
ス・アクセスのプログラミングを大幅に簡素化します。 OracleJSPと OracleJSPトランスレー
タでは Oracle SQLJがサポートされており、JSPのスクリプトレットに SQLJ構文を使用で
きます。 SQLJ文は、#sqlトークンで示されます。 

SQLJ JSPコードの例コードの例コードの例コードの例
次の例は、サンプル SQLJ JSPページを示しています。 （pageディレクティブでは、一般に
SQLJに必要なクラスがインポートされます。）

<%@ page language="sqlj"
    import="sqlj.runtime.ref.DefaultContext,oracle.sqlj.runtime.Oracle" %>
<HTML>
<HEAD> <TITLE> The SQLJQuery JSP </TITLE> </HEAD>
<BODY BGCOLOR="white">
<% String empno = request.getParameter("empno");
if (empno != null) { %>
<H3> Employee # <%=empno %> Details: </H3>
<%= runQuery(empno) %>
<HR><BR>
<% } %>
<B>Enter an employee number:</B>
<FORM METHOD="get">
<INPUT TYPE="text" NAME="empno" SIZE=10>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Ask Oracle");
</FORM>
</BODY>
</HTML>
<%! 

private String runQuery(String empno) throws java.sql.SQLException {
   DefaultContext dctx = null;
   String ename = null; double sal = 0.0; String hireDate = null;
   StringBuffer sb = new StringBuffer();
   try {
       dctx = Oracle.getConnection("jdbc:oracle:oci8:@", "scott", "tiger");
       #sql [dctx] { 
       select ename, sal, TO_CHAR(hiredate,'DD-MON-YYYY')
       INTO :ename, :sal, :hireDate
       FROM scott.emp WHERE UPPER(empno) = UPPER(:empno)
     };
     sb.append("<BLOCKQUOTE><BIG><B><PRE>\n");
     sb.append("Name : " + ename + "\n");
     sb.append("Salary : " + sal + "\n");
     sb.append("Date hired : " + hireDate);
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     sb.append("</PRE></B></BIG></BLOCKQUOTE>");
     } catch (java.sql.SQLException e) {
       sb.append("<P> SQL error: <PRE> " + e + " </PRE> </P>\n");
     } finally {
     if (dctx!= null) dctx.close();
     }
  return sb.toString();
}

%>

この例では、JDBC OCIドライバを使用しています。（JDBC OCIドライバを使用するには、
Oracleクライアントのインストールが必要です。） 接続の取得に使用される Oracleクラス
は、Oracle SQLJで提供されます。

従業員番号 7788を入力すると、結果は次のように出力されます。
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JSPページでの SQLJの使用例の詳細は、9-34ページの「SQLJの問合せ — 
SQLJSelectInto.sqljspおよび SQLJIterator.sqljsp」を参照してください。

Oracle SQLJのプログラミング機能と構文の概要は、『Oracle8i SQLJ 開発者ガイドおよびリ
ファレンス』を参照してください。

SQLJトランスレータの実行タイミングトランスレータの実行タイミングトランスレータの実行タイミングトランスレータの実行タイミング
JSPのソース・ファイルのファイル拡張子 .sqljspを使用すると、OracleJSPトランスレー
タをトリガーして Oracle SQLJトランスレータを起動できます。 

これにより、OracleJSPトランスレータで .javaファイルのかわりに .sqljファイルが生
成されます。次に Oracle SQLJトランスレータが起動し、.sqljファイルが .javaファイ
ルに変換されます。

SQLJを使用すると、出力ファイルが追加生成されます。6-6ページの「生成されるファイル
と位置（オンデマンド変換）」を参照してください。

注意注意注意注意 :

� JSPページが同じ JVM内で複数回起動される場合は、デフォルトの接
続コンテキストのかわりに、常に明示的な接続コンテキストを使用す
ることをお薦めします。この例では、dctxを使用しています。 
（dctxは、ローカルのメソッド変数であることに注意してください。）

� OracleJSPには、Oracle SQLJリリース 8.1.6.1以上が必要です。

� 将来の OracleJSPでは、JSP変換中に Oracle SQLJトランスレータをト
リガーする pageディレクティブ内で、language="sqlj"がサポー
トされるようになります。 上位互換性を保つために、プログラミング
作業では、このディレクティブの使用をただちに開始することをお薦
めします。

重要重要重要重要 :

� Oracle SQLJを使用するには、（環境に応じて）適切な SQLJ ZIPファ
イルをインストールし、CLASSPATHに追加する必要があります。 
A-3ページの「OracleJSPの必須ファイルとオプション・ファイル」
を参照してください。

� 生成されるクラス名と .javaファイル名が同じになってしまうため、
同一アプリケーション内では、.jspファイルと .sqljspファイル
に同じベース・ファイル名を使用しないでください。
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Oracle SQLJオプションの設定オプションの設定オプションの設定オプションの設定
SQLJの JSPページを実行または事前変換する場合は、必要なOracle SQLJオプション設定
を指定できます。 これは、オンデマンド変換の使用例と事前変換の使用例の両方に、次のよ
うに当てはまります。

� オンデマンド変換の場合は、OracleJSPの sqljcmd構成パラメータを使用します。 この
パラメータを使用すると、特定の SQLJトランスレータの実行ファイルを指定できるの
みでなく、SQLJのコマンドライン・オプションも設定できます。 （sqljcmdパラメー
タは、リリース 1.1.0.0.0より前の OracleJSPでは使用できません。）

詳細は、A-13ページの「OracleJSPの構成パラメータ（非 OSE）」にある sqljcmdの説
明を参照してください。 この構成パラメータの設定方法は、A-23ページの「OracleJSP
の構成パラメータ設定」を参照してください。

� ojspc事前変換ツールで事前変換する場合は、ojspc -Sオプションを使用します。 こ
のオプションにより、SQLJのコマンドライン・オプションを設定できます。

詳細は、6-25ページの「ojspcのコマンドライン構文」および 6-26ページの「ojspcの
オプションの説明」を参照してください。

Oracle SQLJオプションの概要は、『Oracle8i SQLJ 開発者ガイドおよびリファレンス』を参
照してください。

サーブレットサーブレットサーブレットサーブレット 2.0に対するに対するに対するに対する OracleJSPのアプリケーションおよのアプリケーションおよのアプリケーションおよのアプリケーションおよ
びセッションのサポートびセッションのサポートびセッションのサポートびセッションのサポート

OracleJSPでは、サーブレット 2.0環境に JSP仕様を実装するメカニズムとして、ファイル
globals.jsaが定義されています。 Webアプリケーション・コンテキストとサーブレッ
ト・コンテキストは、サーブレット 2.0仕様では十分に定義されていませんでした。

この項では、globals.jsaのメカニズムについて次のトピックで説明します。

� globals.jsaの機能の概要

� globals.jsaの構文とセマンティックの概要

� globals.jsaのイベント・ハンドラ

� グローバル宣言およびディレクティブ

サンプル・アプリケーションについては、9-38ページの「サーブレット 2.0環境に
globals.jsaを使用するサンプル」を参照してください。

重要重要重要重要 : globals.jsaのファイル名には、小文字のみを使用してくださ
い。 大 /小文字区別のない環境では大文字も使用できますが、ページを大
/小文字区別のある環境に移植した場合に生じるエラーを診断するのが難
しくなります。
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globals.jsaの機能の概要の機能の概要の機能の概要の機能の概要
どの単一 Java仮想マシン内でも、アプリケーションごと（つまりサーブレット・コンテキ
ストごと）に globals.jsaファイルを使用できます。 このファイルにより、次の分野で
Webアプリケーションの概念がサポートされます。

� アプリケーションの配布 — アプリケーション・ルートを定義するアプリケーション・
ロケーション・マーカーとしてのロール

� 個別のアプリケーションとセッション — アプリケーションごとに個別のサーブレット・
コンテキストとセッション・オブジェクトを提供する際の OracleJSPによる使用

� アプリケーションのライフ・サイクルの管理 — セッションとアプリケーションの開始
イベントと終了イベント

また、globals.jsaファイルは、アプリケーションのすべての JSPページ間で、グローバ
ルな Java宣言と JSPディレクティブのための媒介を提供します。

globals.jsaを介したアプリケーションの配布を介したアプリケーションの配布を介したアプリケーションの配布を介したアプリケーションの配布
サーブレットを取り込まない OracleJSPアプリケーションを配布するには、そのディレクト
リ構造をWebサーバーにコピーし、ファイル globals.jsaを作成してアプリケーショ
ン・ルート・ディレクトリに配置します。 

globals.jsaのファイル・サイズは 0（ゼロ）でもかまいません。 このファイルの位置は
OracleJSPコンテナにより識別され、ディレクトリ内での存在により、そのディレクトリが
（URLの仮想パスからマップされ）アプリケーションのルート・ディレクトリとして定義さ
れます。

また、OracleJSPでは、JSPアプリケーション・リソースのデフォルト位置も定義されます。 
たとえば、アプリケーション相対の WEB_INF/classesおよび WEB_INF/libディレクト
リにあるアプリケーションの Beanとクラスは、OracleJSPのクラス・ローダーにより自動的
にロードされ、特定の構成を必要としません。

注意注意注意注意 : サーブレットを取込むアプリケーションの場合、特にサーブレッ
ト 2.2仕様より前のサーブレット環境では、サーブレット配布の場合と同
様に手動構成が必要です。 サーブレット 2.2環境にあるサーブレットの場
合は、必要な構成を標準の web.xmlディプロイメント・ディスクリプタ
に挿入できます。
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globals.jsaを介した個別アプリケーションおよびセッションを介した個別アプリケーションおよびセッションを介した個別アプリケーションおよびセッションを介した個別アプリケーションおよびセッション
サーブレット 2.0仕様ではWebアプリケーションの概念が明確に定義されておらず、それ以
後のサーブレット仕様のようにサーブレット・コンテキストとアプリケーション間の関連が
定義されていません。 Apache/JServなどのサーブレット 2.0環境では、サーブレット・コン
テキスト・オブジェクトは JVMごとに 1つずつです。 また、セッション・オブジェクトも 1
つのみです。

ただし、globals.jsaファイルは、特にサーブレット 2.0環境で使用する場合は、Web
サーバーにおける複数アプリケーションおよび複数セッションのサポートを提供します。

他の方法ではアプリケーションごとに個別のサーブレット・コンテキスト・オブジェクトを
使用できない場合は、アプリケーションの globals.jsaファイルの存在により、
OracleJSPコンテナはアプリケーションに個別の ServletContextオブジェクトを提供で
きます。

また、他の方法ではセッション・オブジェクトが（単一のサーブレット・コンテキストまた
は複数のサーブレット・コンテキスト間で）1つしかない場合は、globals.jsaファイル
の存在により、OracleJSPコンテナはアプリケーションにプロキシ HttpSessionオブジェ
クトを提供できます。 （これにより、セッション変数名が他のアプリケーションと衝突する
ことはなくなりますが、他のアプリケーションによるアプリケーション・データの検査また
は変更は防止できません。 HttpSessionオブジェクトは、一部の機能について基礎となる
サーブレットのセッション環境に依存する必要があるためです。）

globals.jsaを介したアプリケーションとセッションのライフ・サイクルを介したアプリケーションとセッションのライフ・サイクルを介したアプリケーションとセッションのライフ・サイクルを介したアプリケーションとセッションのライフ・サイクル
の管理の管理の管理の管理
重要な状態推移が発生した場合、アプリケーションは通知を受け取る必要があります。 たと
えば、アプリケーションは HTTPセッションの開始時にリソースを取得して、セッション終
了時にリソースを解放したり、アプリケーション自体の起動時または終了時に永続データを
リストアまたは保存することがよくあります。

ただし、標準のサーブレットおよび JSPテクノロジでサポートされるのは、セッション・
ベースのイベントのみです。

globals.jsaファイルを使用するアプリケーションの場合は、OracleJSPにより、この機
能が次の 4つのイベントで拡張されます。 

� session_OnStart 

� session_OnEnd 

� application_OnStart 

� application_OnEnd 

サーバーによる応答を必要とする前述のイベントについて、globals.jsaファイル内でイ
ベント・ハンドラを記述できます。

session_OnStartイベントと session_OnEndイベントは、それぞれHTTPセッション
の開始時と終了時にトリガーされます。
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application_OnStartイベントは、どのアプリケーションの場合にも、単一の JVM内で
そのアプリケーションに対する最初の要求によりトリガーされます。 application_OnEnd
イベントは、OracleJSPコンテナによりアプリケーションがアンロードされるときにトリ
ガーされます。 

詳細は、5-39ページの「globals.jsaのイベント・ハンドラ」を参照してください。

globals.jsaの構文とセマンティックの概要の構文とセマンティックの概要の構文とセマンティックの概要の構文とセマンティックの概要
この項では、globals.jsaファイルの一般的な構文とセマンティックの概要を説明しま
す。

globals.jsaファイル内の各イベント・ブロック、つまり session_OnStartブロック、
session_OnEndブロック、application_OnStartブロックまたは
application_OnEndブロックには、イベント開始タグ、イベント終了タグ、およびイベ
ント・ハンドラ・コードを含む本体（開始タグと終了タグで囲まれた部分全体）がありま
す。 

次の例は、このパターンを示しています。

<event:session_OnStart>
   <% This scriptlet contains the implementation of the event handler %>
</event:session_OnStart>

イベント・ブロックの本体には、標準タグやカスタム・タグ・ライブラリ内で定義されてい
るタグなど、有効な任意の JSPタグを含めることができます。 

ただし、イベント・ブロック内のどの JSPタグの有効範囲も、そのブロックのみに限定され
ます。 たとえば、あるイベント・ブロック内の jsp:useBeanタグで宣言される Beanは、
その Beanを使用する他のイベント・ブロック内で再宣言する必要があります。 ただし、こ
の制限事項は、globals.jsaのグローバル宣言メカニズムを介して回避できます。5-43
ページの「グローバル宣言およびディレクティブ」を参照してください。

4つのイベント・ハンドラの個々の詳細は、5-39ページの「globals.jsaのイベント・ハンド
ラ」を参照してください。

重要重要重要重要 : 標準の JSPページに使用する静的テキストを格納できるのは、
session_OnStartブロックのみです。 session_OnEnd、
application_OnStartおよび application_OnEndのイベント・ブ
ロックに挿入できるのは、Javaのスクリプトレットのみです。
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JSPの暗黙的オブジェクトは、globals.jsaのイベント・ブロック内で次のように使用で
きます。

� application_OnStartブロックには、applicationオブジェクトへのアクセス権が
あります。

� application_OnEndブロックには、applicationオブジェクトへのアクセス権があ
ります。

� session_OnStartブロックには、application、session、request、
response、pageおよび outオブジェクトへのアクセス権があります。

� session_OnEndブロックには、applicationおよび sessionオブジェクトへのアク
セス権があります。

完全な完全な完全な完全な globals.jsaファイルの例ファイルの例ファイルの例ファイルの例  この例は、4つのイベント・ハンドラすべてを使用する完全
な globals.jsaファイルを示しています。

<event:application_OnStart>

   <%-- Initializes counts to zero --%>
   <jsp:useBean id="pageCount" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />
   <jsp:useBean id="sessionCount" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />
   <jsp:useBean id="activeSessions" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />

</event:application_OnStart>

<event:application_OnEnd>

   <%-- Acquire beans --%>
   <jsp:useBean id="pageCount" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />
   <jsp:useBean id="sessionCount" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />
   <% application.log("The number of page hits were: " + pageCount.getValue() ); %>
   <% application.log("The number of client sessions were: " + sessionCount.getValue() ); %>

</event:application_OnEnd>

<event:session_OnStart>

   <%-- Acquire beans --%>
   <jsp:useBean id="sessionCount" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />
   <jsp:useBean id="activeSessions" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />
   <%
      sessionCount.setValue(sessionCount.getValue() + 1);
      activeSessions.setValue(activeSessions.getValue() + 1);
   %>
   <br>
   Starting session #: <%=sessionCount.getValue() %> <br>
   There are currently <b> <%= activeSessions.getValue() %> </b> active sessions <p>
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</event:session_OnStart>

<event:session_OnEnd>

   <%-- Acquire beans --%>
   <jsp:useBean id="activeSessions" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />
   <%
      activeSessions.setValue(activeSessions.getValue() - 1);
   %>

</event:session_OnEnd>

globals.jsaのイベント・ハンドラのイベント・ハンドラのイベント・ハンドラのイベント・ハンドラ
この項では、globals.jsaの 4つのイベント・ハンドラの詳細を個別に説明します。

application_OnStart
application_OnStartブロックの一般的な構文は、次のとおりです。

<event:application_OnStart>
   <% This scriptlet contains the implementation of the event handler %>
</event:application_OnStart>

application_OnStartイベント・ハンドラの本体は、OracleJSPがアプリケーション内に
最初の JSPページをロードするときに実行されます。 通常、これが発生するのは、任意のク
ライアントから、アプリケーション内のいずれかのページに対して最初の HTTP要求が発行
されるときです。 アプリケーションは、このイベントを使用して、データベース接続プール
や、永続リポジトリからアプリケーション・オブジェクトに読み込まれたデータなど、アプ
リケーション単位のリソースを初期化します。

イベント・ハンドラには、JSPタグ（カスタム・タグなど）と空白のみを含める必要があり
ます。静的テキストは使用できません。 

このイベント・ハンドラで発生した、イベント・ハンドラ・コードで処理されないエラー
は、OracleJSPコンテナにより自動的にトラップされ、アプリケーションのサーブレット・
コンテキストを使用してログに記録されます。 その後、イベント処理はエラーが発生しな
かったかのように進行します。

例例例例 : application_OnStart  次の application_OnStartの例は、9-38ページの「アプリケー
ション・イベント用の globals.jsaの例 — lotto.jsp」から抜粋したものです。 この例では、特
定ユーザーに関して生成された抽選番号が 1日だけキャッシュされます。 ユーザーが抽選を
もう一度要求すると、同じ番号セットを取得します。 キャッシュは 1日に一度リサイクルさ
れ、各ユーザーには新しい抽選セットが与えられます。 この意図のとおり機能させるには、
番号くじアプリケーションはシャットダウン時にキャッシュを永続的なものにして、アプリ
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ケーションが再びアクティブになった時点でキャッシュをリフレッシュする必要がありま
す。 

application_OnStartイベント・ハンドラは、lotto.cheファイルからキャッシュを読
み込みます。

<event:application_OnStart>

<%
        Calendar today = Calendar.getInstance();
        application.setAttribute("today", today);
        try {
                FileInputStream fis = new FileInputStream
                            (application.getRealPath("/")+File.separator+"lotto.che");
                ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);
                Calendar cacheDay = (Calendar) ois.readObject();
                if (cacheDay.get(Calendar.DAY_OF_YEAR) == today.get(Calendar.DAY_OF_YEAR)) {
                        cachedNumbers = (Hashtable) ois.readObject();
                        application.setAttribute("cachedNumbers", cachedNumbers);       
                }
                ois.close();
        } catch (Exception theE) {
                // catch all -- can't use persistent data
        }
%>

</event:application_OnStart>

application_OnEnd
application_OnEndブロックの一般的な構文は、次のとおりです。

<event:application_OnEnd>
   <% This scriptlet contains the implementation of the event handler %>
</event:application_OnEnd>

application_OnEndイベント・ハンドラの本体は、OracleJSPが JSPアプリケーションを
アンロードするときに実行されます。 アンロードは、オンデマンドの動的再変換後に、以前
にロードしたページを再ロードするたびに発生します（OracleJSPの unsafe_reload構成
パラメータが有効化されていない場合）。または、それ自体がサーブレットである OracleJSP
コンテナの destroy()メソッドが、基礎となるサーブレット・コンテナによりコールさ
れ、そのコンテナが終了するときに発生します。 アプリケーションは、
application_OnEndイベントを使用してアプリケーション・レベルのリソースをクリー
ン・アップするか、アプリケーションの状態を永続ストアに書き込みます。

イベント・ハンドラには、JSPタグ（カスタム・タグなど）と空白のみを含める必要があり
ます。静的テキストは使用できません。 
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このイベント・ハンドラに発生した、イベント・ハンドラ・コードで処理されないエラー
は、OracleJSPコンテナにより自動的にトラップされ、アプリケーションのサーブレット・
コンテキストを使用してログに記録されます。 その後、イベント処理はエラーが発生しな
かったかのように進行します。

例例例例 : application_OnEnd  次の application_OnEndの例は、9-38ページの「アプリケーショ
ン・イベント用の globals.jsaの例 — lotto.jsp」から抜粋したものです。 このイベント・ハン
ドラでは、キャッシュがアプリケーションの終了前にファイル lotto.cheに書き込まれま
す。

<event:application_OnEnd>

<%
        Calendar now = Calendar.getInstance();
        Calendar today = (Calendar) application.getAttribute("today");
        if (cachedNumbers.isEmpty() || 
                   now.get(Calendar.DAY_OF_YEAR) > today.get(Calendar.DAY_OF_YEAR)) {
                File f = new File(application.getRealPath("/")+File.separator+"lotto.che");
                if (f.exists()) f.delete();
                return;         
        }

        try {
                FileOutputStream fos = new FileOutputStream
                            (application.getRealPath("/")+File.separator+"lotto.che");
                ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);
                oos.writeObject(today);
                oos.writeObject(cachedNumbers);
                oos.close();
        } catch (Exception theE) {
                // catch all -- can't use persistent data
        }
%>

</event:application_OnEnd>

session_OnStart
session_OnStartブロックの一般的な構文は、次のとおりです。

<event:session_OnStart>
   <% This scriptlet contains the implementation of the event handler %>
   Optional static text...
</event:session_OnStart>
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session_OnStartイベント・ハンドラの本体は、OracleJSPが JSPページ要求への応答時
に新規セッションを作成するときに実行されます。 これは、アプリケーション内でセッショ
ンが使用可能な JSPページに関する最初の要求を受け取るたびに、クライアントごとに発生
します。

アプリケーションでは、このイベントを次の用途に使用できます。

� 特定のクライアントに連結されたリソースの初期化

� アプリケーションでのクライアントの起動位置の制御

session_OnStartでは暗黙的 outオブジェクトが使用できるため、これは JSPタグに加
えて静的テキストを使用できる globals.jsaの唯一のイベント・ハンドラです。 

session_OnStartイベント・ハンドラは、JSPページのコードが実行される前にコールさ
れます。 そのため、session_OnStartからの出力はページからの出力より優先されます。 

session_OnStartイベント・ハンドラとイベントをトリガーした JSPページは、同じ out
ストリームを共有します。 このストリームのバッファ・サイズは、JSPページのバッファ・
サイズにより制御されます。 session_OnStartイベント・ハンドラでは、ストリームがブ
ラウザに自動的にフラッシュされません。ストリームは、一般的な JSPルールに従ってフ
ラッシュされます。 ヘッダーは、session_OnStartイベントをトリガーする JSPページに
引き続き書き込むことができます。

このイベント・ハンドラで発生した、イベント・ハンドラ・コードで処理されないエラー
は、OracleJSPコンテナにより自動的にトラップされ、アプリケーションのサーブレット・
コンテキストを使用してログに記録されます。 その後、イベント処理はエラーが発生しな
かったかのように進行します。

例例例例 : session_OnStart  次の例では、各新規セッションがアプリケーションの初期ページ
（index.jsp）で開始されることを確認しています。

<event:session_OnStart>

   <% if (!page.equals("index.jsp")) { %>
         <jsp:forward page="index.jsp" />
   <% } %>

</event:session_OnStart>

session_OnEnd
session_OnEndブロックの一般的な構文は、次のとおりです。

<event:session_OnEnd>
   <% This scriptlet contains the implementation of the event handler %>
</event:session_OnEnd>

session_OnEndイベント・ハンドラの本体は、OracleJSPが既存セッションを無効にする
ときに実行されます。 これは、次のどちらかの状況で発生します。
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� アプリケーションでsession.invalidate()メソッドをコールしてセッションを無効
化する場合

� セッションがサーバー上で時間切れ（タイムアウト）になる場合 

アプリケーションは、このイベントを使用してクライアントのリソースを解放します。

イベント・ハンドラには、JSPタグ（タグ・ライブラリのタグなど）と空白のみを含める必
要があります。静的テキストは使用できません。 

このイベント・ハンドラに発生したが、イベント・ハンドラ・コードで処理されないエラー
は、OracleJSPコンテナにより自動的にトラップされ、アプリケーションのサーブレット・
コンテキストを使用してログに記録されます。 その後、イベント処理はエラーが発生しな
かったかのように進行します。

例例例例 : session_OnEnd  次の例では、セッション終了時に「アクティブなセッション」数を減ら
しています。

<event:session_OnEnd>

     <%-- Acquire beans --%>
     <jsp:useBean id="activeSessions" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />
     
     <%
         activeSessions.setValue(activeSessions.getValue() - 1);
     %>

 </event:session_OnEnd>

グローバル宣言およびディレクティブグローバル宣言およびディレクティブグローバル宣言およびディレクティブグローバル宣言およびディレクティブ
globals.jsaファイルは、イベント・ハンドラを格納する以外に、JSPアプリケーション
のディレクティブとオブジェクトをグローバルに宣言するために使用できます。 scopeパラ
メータを持つ JSPディレクティブ（jsp:useBeanなど）、JSP宣言、JSPコメントおよび
JSPタグを挿入できます。

この項で説明するトピックは、次のとおりです。

� グローバルな JSPディレクティブ

� globals.jsaの宣言

� グローバルな JavaBeans

� globals.jsaの構造

� グローバル宣言およびディレクティブの例
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グローバルなグローバルなグローバルなグローバルな JSPディレクティブディレクティブディレクティブディレクティブ
globals.jsaファイル内で使用されるディレクティブは、次の 2つの機能を果たします。

� globals.jsaファイル自体の処理に必要な情報を宣言します。

� 後続ページのデフォルト値を設定します。

globals.jsaファイル内のディレクティブはアプリケーション内のすべての JSPページに
対する暗黙的ディレクティブとなりますが、特定ページの globals.jsaディレクティブを
上書きできます。

globals.jsaディレクティブは、JSPページ内で属性ごとに上書きされます。 たとえば、
globals.jsaファイルに次のディレクティブが含まれているとします。

<%@ page import="java.util.*" bufferSize="10kb" %>

さらに、JSPページに次のディレクティブが含まれているとします。 

<%@page bufferSize="20kb" %>

これは、次のディレクティブを含むページと等価です。 

<%@ page import="java.util.*" bufferSize="20kb" %>

globals.jsaの宣言の宣言の宣言の宣言
globals.jsaファイル内のいずれかのイベント・ハンドラ間で共有するメソッドまたは
データ・メンバーを宣言する場合は、globals.jsaファイル内で JSPの <%!... %>宣言
を使用します。 

アプリケーション内の JSPページにはこれらの宣言へのアクセス権がないため、このメカニ
ズムはアプリケーション・ライブラリの実装には使用できないので注意してください。 宣言
のサポートは、共通のファンクションをイベント・ハンドラ間で共有できるように、
globals.jsaファイルに用意されています。

グローバルなグローバルなグローバルなグローバルな JavaBeans
globals.jsaファイル内で宣言される最も一般的な要素は、グローバル・オブジェクトで
す。 globals.jsaファイル内で宣言されたオブジェクトは、globals.jsaイベント・ハ
ンドラとアプリケーション内のすべての JSPページの暗黙的オブジェクト環境の一部となり
ます。

globals.jsaファイル内で（jsp:useBean文などにより）宣言されたオブジェクトは、
アプリケーションの個々の JSPページ内で再宣言する必要はありません。

グローバル・オブジェクトの宣言には、jsp:useBeanまたは jml:useVariableなど、
scopeパラメータを持つ任意の JSPタグまたは拡張機能を使用できます。 グローバルに宣言
されたオブジェクトの場合、有効範囲は（pageまたは requestではなく）sessionまた
は applicationにする必要があります。
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ネストしたタグがサポートされます。 したがって、jsp:useBean宣言内で
jsp:setPropertyコマンドをネストできます。 （jsp:setPropertyを jsp:useBean宣
言の外側で使用すると、変換エラーが発生します。）

globals.jsaの構造の構造の構造の構造
globals.jsaイベント・ハンドラ内でグローバル・オブジェクトを使用する場合は、その
宣言の位置が重要になります。 特定のイベント・ハンドラの前に宣言されているオブジェク
トのみが、そのイベント・ハンドラに暗黙的オブジェクトとして追加されます。 このため、
開発者には、globals.jsaファイルを次の順序で構築することをお薦めします。

1. グローバル・ディレクティブ

2. グローバル・オブジェクト

3. イベント・ハンドラ

4. globals.jsaの宣言

グローバル宣言およびディレクティブの例グローバル宣言およびディレクティブの例グローバル宣言およびディレクティブの例グローバル宣言およびディレクティブの例
次のサンプル globals.jsaファイルで実行される内容は、次のとおりです。

� globals.jsaファイルと後続の全ページの JMLタグ・ライブラリ（この場合は、コン
パイル時実装）を定義します。 

taglibディレクティブを globals.jsaファイルに挿入することで、アプリケーショ
ンの JSPページにこのディレクティブを個別に挿入する必要がなくなります。

� すべてのページで使用する 3つのアプリケーション変数を（jsp:useBean文で）宣言
します。

グローバル宣言に関する globals.jsaの他の使用例については、9-43ページの「グローバ
ル宣言用の globals.jsaの例 — index2.jsp」を参照してください。

<%-- Directives at the top --%>

   <%@ taglib uri="oracle.jsp.parse.OpenJspRegisterLib" prefix="jml" %>

<%-- Declare global objects here --%>

   <%-- Initializes counts to zero --%>
   <jsp:useBean id="pageCount" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />
   <jsp:useBean id="sessionCount" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />
   <jsp:useBean id="activeSessions" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />

<%-- Application lifecycle event handlers go here --%>

   <event:application_OnStart>
      <% This scriptlet contains the implementation of the event handler %>
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   </event:application_OnStart>

   <event:application_OnEnd>
      <% This scriptlet contains the implementation of the event handler %>
   </event:application_OnEnd>

   <event:session_OnStart>
      <% This scriptlet contains the implementation of the event handler %>
   </event:session_OnStart>

   <event:session_OnEnd>
      <% This scriptlet contains the implementation of the event handler %>
   </event:session_OnEnd>

<%-- Declarations used by the event handlers go here --%>
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JSPの変換と配布の変換と配布の変換と配布の変換と配布

この章では、主に JSPアプリケーションを Oracle8iに配布して Oracle Servlet Engineで実行
する場合の考慮事項と手順について説明します。 また、OracleJSPの変換機能全般と、他の
環境、特に Oracle Internet Application Serverで使用する Apache/JServ環境への配布につ
いても説明します。

説明するトピックは、次のとおりです。

� OracleJSPトランスレータの機能

� Oracle8iへの配布時の機能とロジスティックの概要

� 変換と Oracle8iへの配布に使用するツールとコマンド

� サーバー側変換を伴う Oracle8iへの配布

� クライアント側変換を伴う Oracle8iへの配布

� JSP配布に関するその他の考慮事項
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OracleJSPトランスレータの機能トランスレータの機能トランスレータの機能トランスレータの機能
JSPトランスレータでは、JSPページ実装クラス用の標準 Javaコードが生成されます。 この
クラスは、実際には JSPの機能でラップされたサーブレット・クラスです。

この項では、OracleJSPトランスレータの機能全般について、Apache/JServや Oracle 
Internet Application Serverなど、オンデマンド変換環境での動作に重点を置いて説明しま
す。説明するトピックは、次のとおりです。

� 生成されるコードの機能

� 生成されるパッケージとクラスの名前（オンデマンド変換）

� 生成されるファイルと位置（オンデマンド変換）

� サンプル・ページ実装クラスのソース

Oracle Servlet Engineをターゲットとする JSPページは、セッション・シェルの
publishjspコマンドを実行するか（サーバー側変換を伴う配布の場合）、ojspc事前変換
ツールを直接実行して（クライアント側変換を伴う配布の場合）、事前に変換する必要があ
ります。 どちらの場合も、出力ファイルの場所など、この項の説明とは機能に一部違いがあ
ります。 詳細は、6-39ページの「Oracle8iでの JSPページの変換と公開（セッション・シェ
ルの publishjsp）」および 6-22ページの「ojspc事前変換ツール」を参照してください。 

生成されるコードの機能生成されるコードの機能生成されるコードの機能生成されるコードの機能
この項では、JSPソース（.jspおよび .sqljspファイル）の変換時に、OracleJSPトラン
スレータにより生成されるページ実装クラス・コードの機能全般について説明します。

ページ実装クラス・コードの機能ページ実装クラス・コードの機能ページ実装クラス・コードの機能ページ実装クラス・コードの機能
OracleJSPトランスレータでは、ページ実装クラスのサーブレット・コードの生成時に、標
準的なプログラミング・オーバーヘッドの一部が自動的に処理されます。 オンデマンド変換
モデルの場合も、事前変換モデルの場合も、生成されるコードには次の機能が自動的に組み
込まれます。

重要重要重要重要 : この項で説明するパッケージとクラスのネーミング、出力ファイ
ルの場所および生成されるコードに関する実装の詳細は、具体例を示すこ
とのみを意図しています。 正確な詳細は OracleJSPリリース 8.1.7
（1.1.0.0.0）にのみ適用され、該当する場合は JSP 1.1仕様に準拠していま
す。 また、このような詳細は将来のリリースで変更されることがあります。
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� 標準javax.servlet.jsp.HttpJspPageインタフェースを実装するOracleJSPコンテ
ナで提供されるラッパー・クラス（oracle.jsp.runtime.HttpJsp）が拡張されま
す（このインタフェースでは、より汎用的な javax.servlet.jsp.JspPageインタ
フェースが拡張され、javax.servlet.jsp.JspPageインタフェースでは標準
javax.servlet.Servletインタフェースが拡張されます）。

� HttpJspPageインタフェースで指定された_jspService()メソッドが実装されます。 
このメソッドは、通常は広義に「サービス」メソッドと呼ばれ、ページ実装クラスの中
心的なメソッドです。 JSPページ内の Javaスクリプトレットと式からのコードは、この
メソッドの実装に取り込まれます。

� JSPソース・コードで特に session=falseと設定されていなければ、HTTPセッショ
ンを要求するコードが含まれます（この設定は、pageディレクティブで指定できま
す）。

主要な JSPおよびサーブレットのクラスとインタフェースの概要は、付録 B「サーブレット
および JSPの技術的な背景情報」を参照してください。

静的テキスト用のインナー・クラス静的テキスト用のインナー・クラス静的テキスト用のインナー・クラス静的テキスト用のインナー・クラス
ページ実装クラスのサービス・メソッド _jspService()には、出力コマンドが含まれてい
ます。out.print()では、暗黙的 outオブジェクトがコールされ、JSPページ内の静的テ
キストがすべて出力されます。 ただし、OracleJSPトランスレータでは、静的テキスト自体
はページ実装クラスのインナー・クラスに置かれます。 サービス・メソッドの
out.print()文では、テキストを出力するインナー・クラスの属性が参照されます。

このインナー・クラスの実装により、ページが変換されコンパイルされるときに .class
ファイルが追加されます。 クライアント側事前変換の使用例では（通常、Oracle8iに配置す
る場合）、これが配布対象となる .classファイルの追加を意味することに注意してくださ
い。

インナー・クラス名は、常に .jspファイルまたは .sqljspファイルのベース名に基づく
名前になります。 たとえば、mypage.jspの場合、インナー・クラス（および .classファ
イル）の名前には、常に「mypage」が含まれます。
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生成されるパッケージとクラスの名前（オンデマンド変換）生成されるパッケージとクラスの名前（オンデマンド変換）生成されるパッケージとクラスの名前（オンデマンド変換）生成されるパッケージとクラスの名前（オンデマンド変換）
Sun Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』では、JSPテキストの解
析と変換に関する統一プロセスは定義されていますが、生成されるクラスのネーミングにつ
いては説明がなく、各 JSP実装に委ねられています。 

この項では、変換中のコード生成時に、OracleJSPでパッケージ名とクラス名がどのように
作成されるかについて説明します。 

パッケージのネーミングパッケージのネーミングパッケージのネーミングパッケージのネーミング
オンデマンド変換の使用例では、ユーザーが JSPページの要求時に指定する URLパス、特
に、ドキュメント・ルートまたはアプリケーション・ルートへの相対パスにより、生成され
るページ実装クラスのパッケージ名が決定されます。 URLパスに含まれる各ディレクトリ
は、パッケージの階層レベルを表します。

ただし、生成されるパッケージ名には、URLでの表記に関係なく常に小文字が使用されるた
め注意する必要があります。 

たとえば、次の URLがあるとします。

http://host[:port]/HR/expenses/login.jsp

注意注意注意注意 : OracleJSPトランスレータでは、オプションで Javaリソース・
ファイルに静的テキストを挿入できます。これは、ページに大量の静的テ
キストが含まれている場合にメリットとなります。 （4-12ページの「JSP
ページの大量の静的コンテンツに関する回避策」を参照してください。） こ
の機能は、OracleJSPの external_resource構成パラメータ（オンデマ
ンド変換の場合）または ojspc -extresオプション（事前変換の場合）
を介して要求できます。 ホットロード機能（Oracle8iに配布する場合）を
有効化した場合も、静的テキストはリソース・ファイルに格納されます。

静的テキストがリソース・ファイルに格納されていても、インナー・クラ
スは生成され、その .classファイルは配布する必要があります。 （この
点に注意する必要があるのは、クライアント側事前変換の使用例の場合の
みです。）

重要重要重要重要 : OracleJSPリリース 8.1.7（1.1.0.0.0）では、URLのパス・ディレク
トリと .jspファイル名（パッケージ名とクラス名の生成に使用される名
前）は、有効な Javaパッケージおよびクラス識別子に限定されています。 
たとえば、パス・ディレクトリまたは .jsp名の先頭には、数値を使用で
きません。 また、forや classなどの Java予約語をパス・ディレクトリ
または .jsp名に使用すると（class.jspなど）、無効になります。 この
ような実装の詳細は、将来のリリースで変更される可能性があります。
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OracleJSPリリース 8.1.7（1.1.0.0.0）では、この URLにより生成されるコードでのパッケー
ジ仕様部は次のようになります（実装の詳細は、将来のリリースで変更されることがありま
す）。

package hr.expenses;

JSPページがドキュメント・ルートまたはアプリケーション・ルート・ディレクトリにある
と、URLは次のようになり、パッケージ名は生成されません。

http://host[:port]/login.jsp

クラスのネーミングクラスのネーミングクラスのネーミングクラスのネーミング
生成されるコード内のクラス名は、.jspファイル（または .sqljspファイル）のベース
名によって決定されます。 

たとえば、次の URLがあるとします。 

http://host[:port]/HR/expenses/UserLogin.jsp

OracleJSPリリース 8.1.7（1.1.0.0.0）では、この URLにより生成されるコードでのクラス名
は次のようになります（実装の詳細は、将来のリリースで変更されることがあります）。

public class UserLogin extends ...

エンド・ユーザーが URLに入力する大文字 /小文字の区別は、実際の .jspまたは
.sqljspファイル名のそれと一致する必要があるため注意してください。 たとえば、
UserLogin.jspや userlogin.jspが実際のファイル名であれば、そのとおり指定できま
すが、UserLogin.jspが実際のファイル名の場合に userlogin.jspは指定できません。

OracleJSPリリース 8.1.7（1.1.0.0.0）では、クラス名の大 /小文字表記はトランスレータに
よりファイル名の大 /小文字表記に従って決定されます。次に例を示します。

� UserLogin.jspの場合、クラス名は UserLoginとなります。

� Userlogin.jspの場合、クラス名は Userloginとなります。

� userlogin.jspの場合、クラス名は userloginとなります。

クラス名の大 /小文字表記が重要な場合は、それに従って .jspファイルまたは .sqljsp
ファイルを命名する必要があります。 ただし、ページ実装クラスはエンド・ユーザーには表
示されないため、通常は重要ではありません。
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生成されるファイルと位置（オンデマンド変換）生成されるファイルと位置（オンデマンド変換）生成されるファイルと位置（オンデマンド変換）生成されるファイルと位置（オンデマンド変換）
この項では、OracleJSPトランスレータにより生成されるファイルとその位置について説明
します。 事前変換の使用例では、ojspcではファイルが様々な位置に格納され、独自の関連
オプション・セットが用意されています。6-32ページの「ojspcの出力ファイル、位置およ
び関連オプションの概要」を参照してください。

ここでは、OracleJSPの複数の構成パラメータについて説明します。 それぞれの詳細は、
A-13ページの「OracleJSPの構成パラメータ（非 OSE）」および A-23ページの「OracleJSP
の構成パラメータ設定」を参照してください。

OracleJSPにより生成されるファイルにより生成されるファイルにより生成されるファイルにより生成されるファイル
この項では、OracleJSPトランスレータにより生成されるファイルごとに、標準の JSPペー
ジ（.jspファイル）と SQLJの JSPページ（.sqljspファイル）について説明します。 
ファイル名の例として、ファイル Foo.jspまたは Foo.sqljspが変換対象であるとしま
す。

ソース・ファイルは、次のとおりです。

� SQLJの JSPページ（Foo.sqljなど）の場合は、OracleJSPトランスレータにより
.sqljファイルが生成されます。

� ページ実装クラスとインナー・クラス（Foo.javaなど）の場合は、.javaファイルが
生成されます。 このファイルは、OracleJSPトランスレータにより .jspファイルから直
接生成されるか、SQLJの JSPページの場合は SQLJトランスレータにより .sqljファ
イルから生成されます。 （デフォルトでは現在インストールされている Oracle SQLJト
ランスレータが使用されますが、OracleJSPの sqljcmd構成パラメータを使用すると、
Oracle SQLJトランスレータの代替トランスレータまたは代替リリースを指定できま
す。）

バイナリ・ファイルは、次のとおりです。

� SQLJの JSPページの場合は、SQLJプロファイル用の SQLJ変換時に 1つ以上のバイナ
リ・ファイルが生成されます。 デフォルトでは、これらのファイルは .ser Javaリソー
ス・ファイルですが、SQLJの -ser2classオプションを（OracleJSPの sqljcmd構成
パラメータを介して）有効化している場合は、.classファイルとなります。 リソー
ス・ファイルや .classファイルの名前には、「Foo」が含まれます。

� ページ実装クラスの場合は、Javaコンパイラにより .classファイルが生成されます。 
（デフォルトでは Javaコンパイラは javacですが、OracleJSPの javaccmd構成パラ
メータを使用して代替コンパイラを指定できます。）

� ページ実装クラスのインナー・クラスの場合は、追加の .classファイルが生成されま
す。 このファイルの名前には「Foo」が含まれます。

� OracleJSPの external_resource構成パラメータが有効化されている場合は、静的
ページ・コンテンツ用にオプションで .res Javaリソース・ファイルが生成されます
（Foo.resなど）。
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OracleJSPトランスレータの出力ファイルの位置トランスレータの出力ファイルの位置トランスレータの出力ファイルの位置トランスレータの出力ファイルの位置
OracleJSPでは、変換済み JSPページの生成やロードに、Webサーバーのドキュメント・リ
ポジトリが使用されます。 

デフォルトでは、ルート・ディレクトリは、Webサーバーのドキュメント・ルート・ディレ
クトリ（Apache/JServの場合）、またはページが属するアプリケーションのサーブレット・
コンテキストのルート・ディレクトリです。

OracleJSPの page_repository_root構成パラメータを使用すると、代替ルート・ディレ
クトリを指定できます。

OracleJSPリリース 8.1.7（1.1.0.0.0）では、生成されたファイルは次のように格納されます
（実装の詳細は、将来のリリースで変更されることがあります）。

� .jsp（または .sqljsp）ファイルがルート・ディレクトリに直接格納されていれば、
OracleJSPでは生成されたファイルがルート・ディレクトリの真下の _pagesサブディ
レクトリに格納されます。

� .jsp（または .sqljsp）ファイルがルート・ディレクトリのサブディレクトリにあれ
ば、生成されるファイル用に _pagesサブディレクトリに同等のディレクトリ構造が作
成されます。

たとえば、htdocsルート・ディレクトリを持つ Apache/JServ環境を考えます。 .jsp
ファイルが次のディレクトリにあるとします。

htdocs/subdir/test

生成されたファイルは次のディレクトリに格納されます。

htdocs/_pages/subdir/test

サンプル・ページ実装クラスのソースサンプル・ページ実装クラスのソースサンプル・ページ実装クラスのソースサンプル・ページ実装クラスのソース
この項では、前項の内容を示す例を使用します。

次の使用例を考えます。

� JSPページ・コードは、hello.jspファイルにあります。

� ページは Apache/JServ環境で実行されます。

注意注意注意注意 : ページ実装クラス用に生成されるファイルの正確な名前は、将来
のリリースで変更されることがありますが、一般的な書式は同じです。 
ファイル名には常にベース名（前述の例では「Foo」など）が含まれます
が、_Foo.javaや _Foo.classのように軽微な変形が含まれることがあ
ります。
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� hello.jspファイルは次のディレクトリにあります。

htdocs/test

サンプル・ページ・ソースサンプル・ページ・ソースサンプル・ページ・ソースサンプル・ページ・ソース :hello.jsp
次の例は、hello.jsp内の JSPコードを示しています。

<HTML>
<HEAD><TITLE>The Hello User JSP</TITLE></HEAD>
<BODY>
<% String user=request.getParameter("user"); %>
<H3>Welcome <%= (user==null) ? "" : user %>!</H3>
<P><B> Today is <%= new java.util.Date() %>. Have a nice day! :-)</B></P>
<B>Enter name:</B>
<FORM METHOD=get>
<INPUT TYPE="text" NAME="user" SIZE=15>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit name">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

サンプルサンプルサンプルサンプル : 生成されるパッケージとクラス生成されるパッケージとクラス生成されるパッケージとクラス生成されるパッケージとクラス
hello.jspはルート・ディレクトリ（htdocs）の testサブディレクトリにあるため、
OracleJSPリリース 8.1.7（1.1.0.0.0）では、ページ実装コード内で次のパッケージ名が生成
されます。

package test;

Javaクラス名は .jspファイルのベース名と（大 /小文字区別も）同じなので、ページ実装
コード内で次のクラス定義が生成されます。

public class hello extends oracle.jsp.runtime.HttpJsp
{
   ...
}

（ページ実装クラスはエンド・ユーザーには表示されないため、名前が Javaの大 /小文字区
別の規則に準拠していなくても、通常は問題ありません。）

重要重要重要重要 : ここで説明するコード生成の詳細は、JSP 1.1仕様の Oracle実装に
従っています。 仕様変更や、Oracleによる未指定の部分の実装方法の変更
などの結果、詳細は将来変更される可能性があります。
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サンプルサンプルサンプルサンプル : 生成されるファイル生成されるファイル生成されるファイル生成されるファイル
hello.jspは次のディレクトリにあります。

htdocs/test/hello.jsp

そのため、OracleJSPリリース 8.1.7（1.1.0.0.0）では、出力ファイルが次のように生成され
ます（ページ実装クラスの .javaファイルと .classファイル、およびインナー・クラス
の .classファイル）。

htdocs/_pages/test/hello.java
htdocs/_pages/test/hello.class
htdocs/_pages/test/hello$__jsp_StaticText.class

サンプル・ページ実装コードサンプル・ページ実装コードサンプル・ページ実装コードサンプル・ページ実装コード : hello.java
次の例は、OracleJSPリリース 8.1.7（1.1.0.0.0）により生成されるページ実装クラスの Java
コード（hello.java）を示しています。

package test;

import oracle.jsp.runtime.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.jsp.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
import java.lang.reflect.*;
import java.beans.*;

public class hello extends oracle.jsp.runtime.HttpJsp {

  public final String _globalsClassName = null;

  // ** Begin Declarations

  // ** End Declarations

  public void _jspService(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
throws IOException, ServletException {

注意注意注意注意 : これらのファイル名は、特に OracleJSP 1.1.0.0.0の実装に準拠して
おり、正確な詳細は将来のリリースで変更されることがあります。 ただし、
すべてのファイル名には常にベースの「hello」が含まれます。
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    /* set up the intrinsic variables using the pageContext goober:
    ** session = HttpSession
    ** application = ServletContext
    ** out = JspWriter
    ** page = this
    ** config = ServletConfig
    ** all session/app beans declared in globals.jsa
    */
    JspFactory factory = JspFactory.getDefaultFactory();
    PageContext pageContext = factory.getPageContext( this, request, response, null, 
true, JspWriter.DEFAULT_BUFFER, true);
    // Note: this is not emitted if the session directive == false
    HttpSession session = pageContext.getSession();
    if (pageContext.getAttribute(OracleJspRuntime.JSP_REQUEST_REDIRECTED, 
PageContext.REQUEST_SCOPE) != null) {
      pageContext.setAttribute(OracleJspRuntime.JSP_PAGE_DONTNOTIFY, "true", 
PageContext.PAGE_SCOPE);
      factory.releasePageContext(pageContext);
      return;
}
    ServletContext application = pageContext.getServletContext();
    JspWriter out = pageContext.getOut();
    hello page = this;
    ServletConfig config = pageContext.getServletConfig();

    try {
      // global beans
      // end global beans

      out.print(__jsp_StaticText.text[0]);
      String user=request.getParameter("user"); 
      out.print(__jsp_StaticText.text[1]);
      out.print(  (user==null) ? "" : user );
      out.print(__jsp_StaticText.text[2]);
      out.print(  new java.util.Date() );
      out.print(__jsp_StaticText.text[3]);

      out.flush();

    }
    catch( Exception e) {
      try {
        if (out != null) out.clear();
      }
      catch( Exception clearException) {
      }
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      pageContext.handlePageException( e);
    }
    finally {
      if (out != null) out.close();
      factory.releasePageContext(pageContext);
    }

  }
  private static class __jsp_StaticText {
    private static final char text[][]=new char[4][];
    static {
      text[0] = 
      "<HTML>\r\n<HEAD><TITLE>The Welcome User 
JSP</TITLE></HEAD>\r\n<BODY>\r\n".toCharArray();
      text[1] = 
      "\r\n<H3>Welcome ".toCharArray();
      text[2] = 
      "!</H3>\r\n<P><B> Today is ".toCharArray();
      text[3] = 
      ". Have a nice day! :-)</B></P>\r\n<B>Enter name:</B>\r\n<FORM 
METHOD=get>\r\n<INPUT TYPE=\"text\" NAME=\"user\" SIZE=15>\r\n<INPUT TYPE=\"submit\" 
VALUE=\"Submit name\">\r\n</FORM>\r\n</BODY>\r\n</HTML>".toCharArray();
    }
  }
}

Oracle8iへの配布時の機能とロジスティックの概要への配布時の機能とロジスティックの概要への配布時の機能とロジスティックの概要への配布時の機能とロジスティックの概要
この項では、JSPアプリケーションを Oracle8iに配布して Oracle Servlet Engineで実行する
場合の考慮事項とロジスティックの概要を説明します。説明するトピックは、次のとおりで
す。

� Java用のデータベース・スキーマ・オブジェクト

� フロントエンドWebサーバーとしての Oracle HTTP Server

� Oracle Servlet Engineの URL

� Oracle Servlet Engine内の JSPアプリケーション用の静的ファイル

� サーバー側変換とクライアント側変換の比較

� Oracle8iにホットロードされるクラスの概要
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Java用のデータベース・スキーマ・オブジェクト用のデータベース・スキーマ・オブジェクト用のデータベース・スキーマ・オブジェクト用のデータベース・スキーマ・オブジェクト
Oracle Servlet Engine内で実行される Javaコードには、データベース内の Oracle8i JVMが
使用されます。 コードは、特定のデータベース・スキーマに 1つ以上のスキーマ・オブジェ
クトとしてロードする必要があります。

Java用のスキーマ・オブジェクトには、次の 3種類があります。

� ソース・スキーマ・オブジェクト（Javaソース・ファイルに対応）

� クラス・スキーマ・オブジェクト（Javaクラス・ファイルに対応）

� リソース・スキーマ・オブジェクト（Javaリソース・ファイルに対応）

各スキーマ・オブジェクトは、データベース内の別個のライブラリ・ユニットです。 スキー
マの ALL_OBJECTS表を問い合せると、Javaのスキーマ・オブジェクトはそれぞれ JAVA 
SOURCE、JAVA CLASSまたは JAVA RESOURCE型として表示されます。

詳細は、『Oracle8i Java開発者ガイド』を参照してください。

Javaファイルのロードによるスキーマ・オブジェクトの作成ファイルのロードによるスキーマ・オブジェクトの作成ファイルのロードによるスキーマ・オブジェクトの作成ファイルのロードによるスキーマ・オブジェクトの作成
Javaファイルをデータベースにスキーマ・オブジェクトとしてロードするには、Oracle8i 
JVMの loadjavaツールを使用します。 （6-34ページの「loadjavaツールの概要」を参照
してください。）

クライアント上でコンパイルして .classファイルを直接ロードすると、loadjavaにより
.classファイルはクラス・スキーマ・オブジェクトとしてデータベースに格納されます。

リソース・ファイル（静的 JSPコンテンツ用の .resファイルや SQLJ用の .serプロファ
イル・ファイルなど）をロードすると、loadjavaによりリソース・スキーマ・オブジェク
トとしてデータベースに格納されます。

.java（または .sqlj）ソース・ファイルをロードすると、loadjavaによりソース・ス
キーマ・オブジェクトとしてデータベースに格納され、オプションでデータベース内でコン
パイルされて、1つ以上のクラス・スキーマ・オブジェクトが作成されます。

.jspまたは .sqljspページ・ソース・ファイル（サーバー側変換用）をロードすると、
loadjavaによりリソース・スキーマ・オブジェクトとして格納されます。 サーバー側変換
中に（Oracle8i JVMのセッション・シェルの publishjspコマンドを使用）、サーバー側の
loadjavaが自動的に起動され、変換およびコンパイル中にソース・スキーマ・オブジェク
ト、クラス・スキーマ・オブジェクトおよびリソース・スキーマ・オブジェクトが作成され
ます。

（loadjavaおよびセッション・シェル・ツールの概要は、6-22ページの「変換と Oracle8i
への配布に使用するツールとコマンド」を参照してください。）
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スキーマ・オブジェクトの完全名と短縮名スキーマ・オブジェクトの完全名と短縮名スキーマ・オブジェクトの完全名と短縮名スキーマ・オブジェクトの完全名と短縮名
Oracle8iでは、スキーマ・オブジェクト名に完全名および短縮名という 2つの書式がありま
す。 

完全名は、該当する場合にスキーマ・オブジェクト名として使用される完全修飾名です。 た
だし、完全名が 31文字を超えていたり、不正な文字またはデータベースのキャラクタ・
セットの文字に変換できない文字が含まれていると、Oracle8iサーバーでは完全名が短縮名
に変換され、スキーマ・オブジェクト名として使用され、両方の名前とその変換方法が追跡
されます。 完全名が 31文字以内で、不正な文字や変換できない文字が含まれていなければ、
完全名がスキーマ・オブジェクト名として使用されます。

これらの事項と、短縮名から完全名を取得し、完全名から短縮名を取得する DBMS_JAVAプ
ロシージャなど、他のファイル命名に関する考慮事項の詳細は、『Oracle8i Java開発者ガイ
ド』を参照してください。

ロード中のロード中のロード中のロード中の Javaスキーマ・オブジェクト・パッケージの決定スキーマ・オブジェクト・パッケージの決定スキーマ・オブジェクト・パッケージの決定スキーマ・オブジェクト・パッケージの決定
Javaファイルをデータベースにロードする間に、loadjavaツールでは次のロジックを使用
して、作成する Javaスキーマ・オブジェクト用のパッケージが決定されます。

� ソース・スキーマ・オブジェクト（.javaおよび .sqljファイルから作成）とクラス・
スキーマ・オブジェクト（.classファイルから、または .javaファイルのコンパイ
ルにより作成）の場合、スキーマ・パッケージは Javaコード内のパッケージ情報によ
り決定されます。

たとえば、dir1.dir2パッケージが指定されていて SCOTTスキーマにロードされるク
ラス Fooは、このスキーマに次のように格納されます。

SCOTT:dir1/dir2/Foo

� リソース・スキーマ・オブジェクト（.resおよび .ser Javaリソース・ファイルから
作成されるものなど）の場合、スキーマ・パッケージは loadjavaコマンドライン上
（Javaリソース・ファイルを直接ロードする場合）または JARファイル内（Javaリソー
ス・ファイルを JARファイルの一部としてロードする場合）のパス情報により決定され
ます。

たとえば、SCOTTスキーマに dir3/dir4/abcd.resとしてロードされる .resファ
イルは、スキーマ・オブジェクトに次のように格納されます。

SCOTT:dir3/dir4/abcd.res

注意注意注意注意 : ojspcツール（クライアント側変換を伴う Oracle8iへの配置用）
を使用して JSPページを事前変換する場合は、生成される .javaファイ
ルのパッケージを ojspc -packageNameオプションで指定できます。
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スキーマ・オブジェクトの公開スキーマ・オブジェクトの公開スキーマ・オブジェクトの公開スキーマ・オブジェクトの公開
Oracle Servlet Engine内で実行される JSPページ（またはサーブレット）は、すべて「公開」
する必要があります。これは、実行可能な Javaコード（クラス・スキーマ・オブジェクト）
に、Oracle8i JVMの JNDIネームスペース内のエントリを介してアクセスできるようにする
ための処理です。 

JSPページを公開すると、そのページ実装クラスのスキーマ・オブジェクトが、サーブレッ
トのパスにリンクされます（また、オプションでデフォルト以外のサーブレット・コンテキ
スト・パスにもリンクされます）。 サーブレット・パス（および、該当する場合はコンテキス
ト・パス）は、エンド・ユーザーがページにアクセスして実行するときに指定する URLの
一部となります。 詳細は、6-14ページの「Oracle Servlet Engineの URL」を参照してくださ
い。

JSPページを公開するには、Oracle8iのセッション・シェルで、「サーバー側変換を伴う配
布」使用例の場合は publishjspコマンド、「クライアント側変換を伴う配布」使用例の場
合は publishservletコマンドを使用します。 6-39ページの「Oracle8iでの JSPページの
変換と公開（セッション・シェルの publishjsp）」または 6-59ページの「Oracle8iでの変換
済み JSPページの公開（セッション・シェルの publishservlet）」を参照してください。

フロントエンドフロントエンドフロントエンドフロントエンド Webサーバーとしてのサーバーとしてのサーバーとしてのサーバーとしての Oracle HTTP Server
Oracle Servlet Engine内で実行される JSPページとサーブレットへのアクセスには、通常は
Oracle HTTP Server（Apacheにより駆動）とその mod_oseモジュールが使用されますが、
OSE自体をWebサーバーとして使用することもできます。

Oracle HTTP Serverと mod_oseのロールの詳細は、2-5ページの「Apacheにより駆動され
る Oracle HTTP Serverのロール」を参照してください。

Oracle Servlet Engineのののの URL
通常のサーブレットの URLと同様に、Oracle Servlet Engine内で実行される JSPページを起
動する URLは、次の 2つの構成要素（およびホスト名とポート）の組合せからなっていま
す。

� サーブレット・コンテキストの作成時に決定された、OSE内のサーブレット・コンテキ
ストのコンテキスト・パス

� JSPページの公開時に決定された、OSE内の JSPページのサーブレット・パス（通常は
「仮想パス」と呼ばれます）

OSEのデフォルト・コンテキスト /webdomains/contexts/defaultのコンテキスト・
パスは、単に次のようになります。

/

Oracle8iセッション・シェルの createcontextコマンドを使用して作成する他の OSE
サーブレット・コンテキストのコンテキスト・パスは、作成時に createcontext 
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-virtualpathオプションで指定したパスになります。 （このパスは表記規則どおりです
が、コンテキスト・パスがコンテキスト名と同じになるように指定しなくてもかまいませ
ん。）

セッション・シェルの createcontextコマンドの概要は、『Oracle8i Java Tools リファレ
ンス』を参照してください。  Oracle8iのセッション・シェルの概要は、6-36ページの
「sess_shセッション・シェル・ツールの概要」を参照してください。

サーブレット・パス（JSPページの「仮想パス」）は、次のように JSPページの公開方法によ
り決定されます。 

� セッション・シェルの publishjspコマンド（サーバー側変換用）を使用すると、
publishjsp -virtualpathオプションにより決定されます。このオプションを指定
しなければ、デフォルトで指定されるスキーマ・パスと同じになります。

� セッション・シェルの publishservletコマンド（クライアント側変換後）を使用す
る場合は、publishservlet -virtualpathオプションにより決定されます（JSP
ページに publishservletを使用する場合は、このオプションを指定する必要があり
ます）。

6-39ページの「Oracle8iでの JSPページの変換と公開（セッション・シェルの publishjsp）」
または 6-59ページの「Oracle8iでの変換済み JSPページの公開（セッション・シェルの
publishservlet）」を参照してください。

例例例例 1  たとえば、次のように、サーブレット・パス（仮想パス）で OSEのデフォルト・コン
テキストに公開される JSPページがあるとします。

mydir/mypage.jsp

このページへのアクセスは次のようになります。

http://host[:port]/mydir/mypage.jsp

このページには、mydir/mypage2.jspなど、アプリケーション内の他のページから次の
どちらかの方法でアクセスできます（最初の例はページ相対パス、2番目の例はアプリケー
ション相対パスです）。

<jsp:include page="mypage.jsp" flush="true" />

<jsp:include page="/mydir/mypage.jsp" flush="true" />

注意注意注意注意 : createcontextコマンドを実行するたびに、-virtualpathオ
プションを指定する必要があります。
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例例例例 2  次のように作成されるサーブレット・コンテキストがあるとします（$はセッション・
シェル・プロンプトです）。

$ createcontext -virtualpath mycontext /webdomains mycontext

この場合の操作は、次のとおりです。

� サーブレット・コンテキスト /webdomains/contexts/mycontextが作成されます
（/webdomainsドメインにあるサーブレット・コンテキストは、すべて
/webdomains/contextsにアクセスします）。 

� コンテキスト名（mycontext）と同じになるようにコンテキスト・パスが指定されま
す。

mydir/mypage.jspが mycontextサーブレット・コンテキストに公開される場合は、次
のようにアクセスされます。

http://host[:port]/mycontext/mydir/mypage.jsp

このページには、mydir/mypage2.jspなど、アプリケーション内の他のページから次の
どちらかの方法でアクセスできます（最初の例はページ相対パス、2番目の例はアプリケー
ション相対パスです）。

<jsp:include page="mypage.jsp" flush="true" />

<jsp:include page="/mydir/mypage.jsp" flush="true" />

動的 jsp:include文の構文は、例 1の場合と同じです。異なるサーブレット・コンテキス
トを使用しても、ページのコンテキスト相対パスは変わりません。

例例例例 3  次のように作成されるサーブレット・コンテキストがあるとします（$はセッション・
シェル・プロンプトです）。

$ createcontext -virtualpath mywebapp /webdomains mycontext

この場合の操作は、次のとおりです。

� 例 2と同様に、サーブレット・コンテキスト /webdomains/contexts/mycontextが
作成されます。

� ただし、コンテキスト名とは異なるコンテキスト・パス mywebappが定義されます。 こ
れは、コンテキスト名ではなく、URLに使用されるコンテキスト・パスです。

この場合、mydir/mypage.jspが mycontextサーブレット・コンテキストに公開される
場合は、次のようにアクセスされます。

http://host[:port]/mywebapp/mydir/mypage.jsp
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このページには、mydir/mypage2.jspなど、アプリケーション内の他のページから次の
どちらかの方法でアクセスできます（最初の例はページ相対パス、2番目の例はアプリケー
ション相対パスです）。

<jsp:include page="mypage.jsp" flush="true" />

<jsp:include page="/mydir/mypage.jsp" flush="true" />

Oracle Servlet Engine内の内の内の内の JSPアプリケーション用の静的ファイルアプリケーション用の静的ファイルアプリケーション用の静的ファイルアプリケーション用の静的ファイル
この項では、HTMLファイルなど、Oracle Servlet Engine内で実行される JSPアプリケー
ションに使用される静的ファイルの必須位置について説明します。

この項の情報は、Oracle HTTP Server（Apacheにより駆動）を OSEのフロントエンドWeb
サーバーとして使用する場合も、OSEを直接使用する場合も適用されます。

動的挿入および転送の対象ファイル動的挿入および転送の対象ファイル動的挿入および転送の対象ファイル動的挿入および転送の対象ファイル
Oracle Servlet Engine内で実行される JSPアプリケーション内で、動的な includeまたは
forwardのターゲット（jsp:includeまたは jsp:forward）となる静的ファイルは、そ
のアプリケーションのサーブレット・コンテキストに対応する OSEのドキュメント・ルー
ト・ディレクトリに、手動で移動またはコピーする必要があります。 OSEサーブレット・コ
ンテキストを（セッション・シェルの createcontextコマンドで）作成するときに、
createcontext -docrootオプションでドキュメント・ルート・ディレクトリを指定し
ます。 各 OSEドキュメント・ルート・ディレクトリは、Oracle8i JVMの JNDIネームスペー
スにリンクされています。

OSEドキュメント・ルート・ディレクトリは、データベースの外側にあります。 静的ファイ
ルに関する JNDI検索メカニズムは、データベースが常駐するサーバーのファイル・システ
ムのフロントエンドです。

OSEのデフォルト・サーブレット・コンテキスト /webdomains/contexts/defaultの
ドキュメント・ルートは、次のとおりです。

$ORACLE_HOME/jis/public_html

セッション・シェルの createcontextコマンドでサーブレット・コンテキストを追加作成
するたびに、createcontext -docrootオプションでドキュメント・ルート・ディレク
トリを指定できます。 （セッション・シェルの createcontextコマンドの詳細は、
『Oracle8i Java Tools リファレンス』を参照してください。） 
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静的挿入の対象ファイル静的挿入の対象ファイル静的挿入の対象ファイル静的挿入の対象ファイル
他の JSPページの場合も HTMLファイルのような静的ファイルの場合も、JSPページにより
（includeディレクティブを介して）静的に挿入されるファイルは、すべて変換中に

OracleJSPトランスレータからアクセス可能にする必要があります。 

OSEのターゲットとなる JSPアプリケーションの場合は、次の 2つの変換方法があります。

� サーバー側変換

これは、.jspファイルを Javaリソースとしてデータベースにロードし、publishjsp
を使用してサーバー内で OracleJSPトランスレータを起動する場合です。 （6-38ページ
の「サーバー側変換を伴う Oracle8iへの配布」を参照してください。）

この場合は、loadjavaを使用し、事前に静的ファイルをリソース・スキーマ・オブ
ジェクトとしてデータベースにロードする必要があります。

� クライアント側変換

これは、ojspcを使用してクライアント上で .jspファイルを変換し、生成されたコン
ポーネントをデータベースにロードする場合です。

この場合、静的ファイルをサーバー側で処理する必要はありません。 必要なのは、変換
中にクライアント上の ojspc からアクセスできるようにすることのみです。 （アプリ
ケーション相対の静的 includeディレクティブについては、6-26ページの「ojspcのオ
プションの説明」にある ojspc -appRootオプションの説明を参照してください。）

サーバー側変換とクライアント側変換の比較サーバー側変換とクライアント側変換の比較サーバー側変換とクライアント側変換の比較サーバー側変換とクライアント側変換の比較
JSPページを Oracle8iに配布して Oracle Servlet Engine内で実行しようとする開発者は、
サーバー側またはクライアント側で変換できます。 

サーバー側変換を伴う配布には、次の 2つの必須ステップがあります。

1. loadjavaを実行し、JSPページのソース（.jspまたは .sqljspファイル）を
Oracle8iにリソース・スキーマ・オブジェクトとしてロードします。 （必須の Javaクラ
スや他の必須の JSPページをすべてロードする必要があります。）

注意注意注意注意 : JSPアプリケーションを Apacheから OSEに移行する場合は、
OSEのサーブレット・コンテキストのドキュメント・ルートを Apacheの
ドキュメント・ルートにマップするのではなく、Apacheのドキュメン
ト・ルートから OSEのサーブレット・コンテキストのドキュメント・
ルートに、静的ファイルをコピーすることをお薦めします。ドキュメン
ト・ルートをマップすると、混乱する恐れがあります。
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2. セッション・シェルの publishjspコマンドを実行します。 これにより、次の処理が自
動的に実行されます。 

� JSPページのソースがページ実装クラス用の Javaコードに変換されます（SQLJの
JSPページの場合は、最初に SQLJソース・ファイルが生成され、SQLJトランス
レータが起動されます）。

� Javaコードがコンパイルされ、1つ以上のクラス・ファイルが生成されます。

� オプションでページ実装クラスがホットロードされます（publishjsp 
-hotloadオプションを指定した場合）。

� ページ実装クラスが、データベース内で実行できるように公開されます。 

このステップでは、生成されたすべての .javaファイル（および .sqljspページ
の場合は .sqljファイル）、.classファイルおよびリソース・ファイル用に、そ
れぞれソース・スキーマ・オブジェクト、クラス・スキーマ・オブジェクトおよび
リソース・スキーマ・オブジェクトも生成されます。

詳細は、6-38ページの「サーバー側変換を伴う Oracle8iへの配布」を参照してください。

クライアント側変換を伴う配布の場合、次のように必須ステップが 3つ、オプション・ス
テップが 1つあります。

1. OracleJSPの事前変換ツール ojspcを実行します。 これにより次の処理が実行されます。

� JSPページ・ソースがページ実装クラス用の Javaコードに変換されます。 （SQLJの
JSPページの場合は、ojspcにより最初に SQLJソース・ファイルが生成されてか
ら、SQLJトランスレータが起動され、Javaコードが生成されます。）

� ojspc -extresおよび -hotloadオプションに応じて、オプションで静的テキス
ト用の Javaリソース・ファイルが生成されます。

� Javaコードがコンパイルされ、クラス・ファイルが生成されます。 

2. Oracle8iの loadjavaユーティリティを実行し、クラス・ファイルとリソース・ファイ
ルを Oracle8iにクラス・スキーマ・オブジェクトおよびリソース・スキーマ・オブジェ
クトとしてロードします。

3. オプションで、Oracle8iセッション・シェルの javaコマンドを使用してページ実装ク
ラスの main()メソッドを実行し、クラスをホットロードします（変換時に ojspc 
-hotloadオプションを有効化した場合）。

4. セッション・シェルの publishservletコマンドを実行し、ページ実装クラスをデー
タベース内で実行できるように公開します。

詳細は、6-50ページの「クライアント側変換を伴う Oracle8iへの配布」を参照してくださ
い。

Oracle JDeveloperを使用している場合は、JDeveloperで提供される OracleJSPトランス
レータを使用してクライアント側で変換してから、生成されたクラスとリソースをステップ
2～ 4のように配布する方が便利です。
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ただし、JDeveloperを使用していない場合は、サーバー側で変換する方が便利です。これ
は、セッション・シェルの publishjspコマンドでは、変換、オプションのホットロード
および公開が一度に実行されるためです。

また、次の状況でも、サーバー側での変換が必要になる場合があります。

� 必須ライブラリをクライアント側で使用できない場合

� 実行時に使用される正確なクラス・セットに対してコンパイルする必要がある場合

Oracle8iにホットロードされるクラスの概要にホットロードされるクラスの概要にホットロードされるクラスの概要にホットロードされるクラスの概要
Oracle8i JVMには、static final変数（定数）の使用効率を高めるために、ホットロー
ド・クラスと呼ばれる機能が用意されています。 この機能は、ホットロードされるクラスが
複数の同時ユーザーにより使用される場合に常に関連します。

Oracle8i JVMのデータベース・セッションごとに、別個の JVMが起動されます。 通常、各
セッションは、セッション・スペース内、またはリテラル文字列の場合は共有メモリー内の
インターン表と呼ばれるハッシュ表に、すべての static final変数の独自コピーを取り
出します。 インターン表でのリテラル文字列の使用は、セッション間で同期化されます。

リテラル文字列の処理は、特に JSPページに関連しています。 デフォルト（ホットロードな
し）では、JSPページ内の静的テキストは最終的にリテラル文字列で表されます。

ホットロードの有効化と実行ホットロードの有効化と実行ホットロードの有効化と実行ホットロードの有効化と実行
JSPページのホットロード機能は、変換時に ojspc -hotloadオプション（クライアント側
変換用）または publishjsp -hotloadオプション（サーバー側変換用）を介して有効化
されます。 

-hotloadオプションを有効化すると、OracleJSPトランスレータにより次の処理が実行さ
れます。

� ホットロード・メソッドと、それを起動する main()メソッドが作成され、ホットロー
ドできるようにページ実装クラスにコードが生成されます。

� 静的テキストが Javaリソース・ファイルに書き込まれます。 （前述のオプションを有効
化しなければ、静的テキストはページ実装クラスのインナー・クラスに書き込まれま
す。）

注意注意注意注意 : この項では、OracleJSPの事前変換ツール（ojspc）、Oracleの
セッション・シェル・ツール（sess_sh）およびセッション・シェルの
publishjspコマンドに言及しています。 各ツールの概要は、6-22ページ
の「変換と Oracle8iへの配布に使用するツールとコマンド」を参照してく
ださい。
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ホットロード自体は、次のように実行されます。

� クライアント側変換を伴う配布の場合は、追加の配布ステップとしてホットロードする
必要があります。 ojspc -hotloadオプションを有効化し、ページをデータベースに
ロードして変換した後、ページを公開する前に、セッション・シェルの javaコマンド
を使用して、ページ実装クラスの main()メソッドを起動する必要があります。 この処
理の詳細は、6-50ページの「クライアント側変換を伴う Oracle8iへの配布」を参照して
ください。

� サーバー側変換を伴う配布の場合は、publishjsp -hotloadオプションを有効化す
ると、ホットロードが publishjsp機能の一部として自動的に実行されます。

セッション・シェルの javaコマンドを介して直接、または publishjspコマンドを介し
て間接的に、ページ実装クラスをホットロードすると、実際にはインナー・クラスの静的テ
キストがデータベース内の複数の JVM間で共有可能になるのみです。

ホットロードの機能とメリットホットロードの機能とメリットホットロードの機能とメリットホットロードの機能とメリット
クラスのホットロードには、次のロジスティック上の機能とメリットがあります。

� トランスレータにより、静的テキストを含む Javaリソースを静的初期化機能に読み込む
コードが生成され、静的テキストを表す char配列が初期化されます。

� ホットロード中には、ホットロードされる各インナー・クラスが一度のみ初期化され、
静的な JSPテキストが静的な Javaの char配列に一度のみ変換されます。 

これらの char配列は、同期化されたインターン表に格納されるかわりに、同期化なし
に全セッション間で共有されるグローバル領域の他の場所に格納されます（これが可能
なのは、変数に変更がないことが認識されるためです）。

ホットロードにより、同期化や高コストの他のオーバーヘッドが回避され、Oracle Servlet 
Engine内で実行される JSPページのランタイム・パフォーマンスと拡張性を大幅に改善でき
ます。 また、ホットロードされたクラスの参照時には、クラス初期化機能は再実行されませ
ん。 セッションは、リテラル文字列と他の static final変数への一時的なアクセス権を
持ちます。

ホットロードにより、個々の JSPページのパフォーマンスが改善されるのみでなく、サー
バーの CPU使用量全体が削減されます。

注意注意注意注意 : 同時に複数のユーザーに使用されない JSPページや、リテラル文
字列が少数しか含まれていない JSPページは、ホットロードしてもパ
フォーマンスはほとんどまたはまったく改善されません。
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変換と変換と変換と変換と Oracle8iへの配布に使用するツールとコマンドへの配布に使用するツールとコマンドへの配布に使用するツールとコマンドへの配布に使用するツールとコマンド
JSPページを変換して Oracle8iに配布する場合に、必要に応じて使用できるように、次の
ツールが用意されています。 実装方法は、オペレーティング・システムに応じて異なります
（Solaris用のシェル・スクリプトやWindows NT用の .batファイルなど）。

� ojspc（OracleJSPの事前変換ツール）

� loadjava（JSPページまたは Javaファイルをデータベースにロードするためのツール）

� sess_sh（Oracle8iのセッション・シェル・ツール）

クライアント側変換を伴う配布には、前述の 3つのツールすべてが必要です。 ojspcを使用
してクライアント側で JSPページを事前に変換し、loadjavaを使用して変換済みのページ
を Oracle8iにロードし、セッション・シェルの publishservletコマンドを使用して公開
します。 

サーバー側変換を伴う配布には、ojspcは不要です。 loadjavaを使用して未変換の JSP
ページを Oracle8iにロードし、セッション・シェルの publishjspコマンドを使用して変
換および公開します。

loadjavaおよび sess_shツールは Oracle8i JVM環境向けの汎用ツールですが、ojspc
は JSPページ専用です。

ojspc事前変換ツール事前変換ツール事前変換ツール事前変換ツール
クライアント側変換を行って JSPアプリケーションを Oracle8iに配布する最初のステップ
は、OracleJSPの事前変換ツール ojspcを実行することです。 

その後、次の項で紹介する loadjavaを使用して、変換後の .classファイルとリソース・
ファイル（存在する場合）を、それぞれクラス・スキーマ・オブジェクトおよびリソース・
スキーマ・オブジェクトとしてデータベースにロードします。

説明するトピックは、次のとおりです。

� ojspcの機能の概要

� ojspcのオプション概要一覧

� ojspcのコマンドライン構文

注意注意注意注意 :

� もう 1つのツールである Oracle8i JVM Acceleratorが関連するのは、ア
プリケーションをそのままコンパイルして Oracle8iで実行する必要が
ある場合です。 このツールは ncompとして起動されます。詳細は、
『Oracle8i Java Tools リファレンス』を参照してください。

� この項で説明するツールは、[ORACLE_HOME]/binディレクトリにあ
ります。
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� ojspcのオプションの説明

� ojspcの出力ファイル、位置および関連オプションの概要

ojspcの機能の概要の機能の概要の機能の概要の機能の概要
単純な（SQLJの JSPではなく）JSPページの場合、ojspcのデフォルトの機能は次のとお
りです。

� 引数として .jspファイルを取ります。

� OracleJSPトランスレータを起動し、.jspファイルを Javaのページ実装クラス・コード
に変換し、.javaファイルを生成します。 ページ実装クラスには、静的ページ・コンテ
ンツ用のインナー・クラスが含まれます。

� Javaコンパイラを起動して .javaファイルをコンパイルし、2つの .classファイル
（ページ実装クラス自体に 1つ、インナー・クラス用に 1つ）を生成します。

また、SQLJの JSPページに対する ojspcのデフォルトの機能は次のとおりです。

� 引数として .jspファイルのかわりに .sqljspファイルを取ります。

� OracleJSPトランスレータを起動し、.sqljspファイルをページ実装クラス（およびイ
ンナー・クラス）用の .sqljファイルに変換します。

� Oracle SQLJトランスレータを起動し、.sqljファイルを変換します。 これにより、
ページ実装クラス（およびインナー・クラス）用の .javaファイルと SQLJの「プロ
ファイル」ファイルが生成されます。SQLJのデフォルトのプロファイル・ファイルは、
.ser Javaリソース・ファイルです。

SQLJプロファイルの詳細は、『Oracle8i SQLJ 開発者ガイドおよびリファレンス』を参
照してください。

� Javaコンパイラを起動して .javaファイルをコンパイルし、2つの .classファイル
（ページ実装クラス自体に 1つ、インナー・クラス用に 1つ）を生成します。

一部の状況では（後述の -hotloadおよび -extresオプションの説明を参照）、ojspcの
オプションは OracleJSPトランスレータに対して、静的ページ・コンテンツをページ実装ク
ラスのインナー・クラスに挿入するかわりに、このコンテンツ用の .res Javaリソース・
ファイルを生成するように指示します。 ただし、インナー・クラスも作成され、ページ実装
クラスとともに配布する必要があります。

OracleJSPトランスレータの出力（特に、オンデマンド変換の使用例での出力）の概要は、
6-6ページの「生成されるファイルと位置（オンデマンド変換）」を参照してください。

注意注意注意注意 : その他にも、JSPページの事前変換における ojspcの使用につい
ては、中間層階層などの使用例があります。 6-64ページの「非 OSE環境向
けの事前変換のための ojspcの使用」を参照してください。
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ojspcのオプション概要一覧のオプション概要一覧のオプション概要一覧のオプション概要一覧
表 6-1は、ojspc事前変換ユーティリティでサポートされるオプションを示しています。 こ
れらのオプションの詳細は、6-26ページの「ojspcのオプションの説明」を参照してくださ
い。

2列目は、オンデマンド変換環境（Apache/JServなど）のための互換または関連 OracleJSP
構成パラメータを示しています。

注意注意注意注意 : ojspcコマンドライン・ツールは、oracle.jsp.tool.Jspcク
ラスを起動するフロントエンド・ユーティリティです。

注意注意注意注意 : ブール ojspcオプションを有効化するには、trueに設定するの
ではなく、オプション名のみを入力します。 trueに設定するとエラーに
なります。

表表表表 6-1 ojspc事前変換ユーティリティのオプション事前変換ユーティリティのオプション事前変換ユーティリティのオプション事前変換ユーティリティのオプション 

オプションオプションオプションオプション
関連する関連する関連する関連する OracleJSP
構成パラメータ構成パラメータ構成パラメータ構成パラメータ 説明説明説明説明 デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト

-addclasspath classpath（関連はある
が異なる機能）

javacに関する追加の classpath
エントリ

空（追加のパ
ス・エントリ
なし）

-appRoot 該当なし ページからのアプリケーション相
対の静的 includeディレクティ
ブのアプリケーション・ルート・
ディレクトリ

カレント・
ディレクトリ

-debug emit_debuginfo ojspcに対して、デバッグ用に元
の .jspファイルへのライン・
マップを生成するように指示する
ブール

false

-d page_repository_root ojspcで生成されたバイナリ・
ファイル（.classおよびリソー
ス）を格納する場所

カレント・
ディレクトリ

-extend 該当なし 生成されたページ実装クラスで拡
張するクラス

空

-extres external_resource ojspcに対して、.jspファイル
からの静的テキスト用に外部リ
ソース・ファイルの生成を指示す
るブール

false
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ojspcのコマンドライン構文のコマンドライン構文のコマンドライン構文のコマンドライン構文
ojspcの一般的なコマンドライン構文は、次のとおりです（%は UNIXプロンプトとしま
す）。

% ojspc [option_settings] file_list

ファイル・リストには、.jspファイルまたは .sqljspファイルを指定できます。 

構文に関する注意事項は、次のとおりです。

� 複数の .jspファイルを変換する場合は、すべてのファイルで同じキャラクタ・セット
を使用する必要があります（デフォルトで設定されるか、pageディレクティブの
contentType設定を介して指定します）。

-hotload
（（（（OSE 専用）専用）専用）専用）

該当なし ojspcに対して、ページ実装クラ
ス内のコードを実装してホット
ロード可能にするように指示する
ブール

false

-implement 該当なし 生成されたページ実装クラスで実
装するインタフェース

空

-noCompile javaccmd ojspcに対して、生成されたペー
ジ実装クラスをコンパイルしない
ように指示するブール

false

-packageName 該当なし 生成されるページ実装クラスの
パッケージ名

空（.jsp
ファイルの位
置ごとにパッ
ケージ名を生
成）

-S-<sqlj option> sqljcmd -S接頭辞と後続の Oracle SQLJオ
プション（.sqljspファイル用）

空

-srcdir page_repository_root ojspcで生成されたソース・ファ
イル（.javaおよび .sqlj）を格
納する場所

カレント・
ディレクトリ

-verbose 該当なし ojspcに対して、実行時にステー
タス情報を出力するように指示す
るブール

false

-version 該当なし ojspcに対して、OracleJSPの
バージョン・ナンバーを表示する
ように指示するブール

false

表表表表 6-1 ojspc事前変換ユーティリティのオプション事前変換ユーティリティのオプション事前変換ユーティリティのオプション事前変換ユーティリティのオプション （続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション
関連する関連する関連する関連する OracleJSP
構成パラメータ構成パラメータ構成パラメータ構成パラメータ 説明説明説明説明 デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト
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� ファイル・リストでは、ファイル名を空白で区切ります。

� オプション名とオプション値は空白で区切ります。 

� オプション名には大 /小文字区別がありませんが、通常、オプション値（パッケージ
名、ディレクトリ・パス、クラス名およびインタフェース名など）には大 /小文字区別
があります。

� デフォルトで無効化されているブール・オプションを有効化するには、オプション名の
みを入力します。 たとえば、-hotload trueではなく -hotloadと入力します。

次に例を示します。

% ojspc -d /myapp/mybindir -srcdir /myapp/mysrcdir -hotload MyPage.sqljsp MyPage2.jsp

ojspcのオプションの説明のオプションの説明のオプションの説明のオプションの説明
この項では、ojspcのオプションの詳細を説明します。

-addclasspath  （完全修飾パス。ojspcのデフォルト : 空）

このオプションを使用して、生成されたページ実装クラス・ソースのコンパイル時に javac
で使用する classpathエントリを追加指定します。 このオプションを使用しない場合は、
javacではシステムの classpathのみが使用されます。

（-addclasspath設定は、SQLJ JSPページ用の SQLJトランスレータでも使用されます。）

-appRoot  （完全修飾パス。ojspcのデフォルト : カレント・ディレクトリ）

このオプションを使用して、アプリケーション・ルート・ディレクトリを指定します。 デ
フォルトは、ojspcを実行したときのカレント・ディレクトリです。

指定したアプリケーション・ルート・ディレクトリのパスは、次のように使用されます。

� 変換対象ページ内の静的 includeディレクティブに使用されます。 指定したディレクト
リ・パスは、変換済みページの includeディレクティブのすべてのアプリケーション
相対（コンテキスト相対）パスに付加されます。 

� ページ実装クラスのパッケージの決定に使用されます。 このパッケージは、アプリケー
ション・ルート・ディレクトリに対する変換対象ファイルの相対位置に基づいていま
す。 このパッケージにより、出力ファイルの位置が決定されます。 （6-32ページの
「ojspcの出力ファイル、位置および関連オプションの概要」を参照してください。）

注意注意注意注意 : オンデマンド変換の使用例では、OracleJSPの classpath構成パ
ラメータにより、関連するが異なる機能が提供されます。 A-13ページの
「OracleJSPの構成パラメータ（非 OSE）」を参照してください。
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このオプションは必須です。たとえば、ojspcを他のディレクトリから実行した場合にも、
挿入ファイルを検索できるようにするためです。

次に例を示します。

� 次のファイルを変換する必要があるとします。

/abc/def/ghi/test.jsp

� ojspcをカレント・ディレクトリ /abcから次のように実行します（%は UNIXプロン
プトとします）。

% cd /abc
% ojspc def/ghi/test.jsp

� test.jspページには、次の includeディレクティブがあります。

<%@ include file="/test2.jsp" %> 

� test2.jspページは、次のように /abcディレクトリにあります。

/abc/test2.jsp 

デフォルトのアプリケーション・ルート設定はカレント・ディレクトリ（この例では /abc
ディレクトリ）のため、この場合は -appRoot設定は不要です。 includeディレクティブ
では、アプリケーション相対の /test2.jsp構文（先頭の「/」に注意）が使用されるた
め、挿入ページは /abc/test2.jspとして検出されます。 

この例のパッケージは def.ghiで、単に ojspcを実行したときのカレント・ディレクトリ
に対する test.jspの相対位置に基づいています（カレント・ディレクトリは、デフォルト
のアプリケーション・ルートです）。 出力ファイルは、この相対位置に従って格納されます。

ただし、ojspcを他のディレクトリ（この例では /home/mydir）から実行する場合は、
-appRootを次のように設定する必要があります。

% cd /home/mydir
% ojspc -appRoot /abc /abc/def/ghi/test.jsp

パッケージは同じく def.ghiで、指定したアプリケーション・ルート・ディレクトリに対
する test.jspの相対位置に基づいています。

-d  （完全修飾パス。ojspcのデフォルト : カレント・ディレクトリ）

このオプションを使用して、ojspcで生成されるバイナリ・ファイル、つまり .class
ファイルと Javaリソース・ファイルを格納するベース・ディレクトリを指定します。 

注意注意注意注意 : 通常は、アプリケーション・ルート・ディレクトリを、変換済み
JSPページがあるディレクトリの親ディレクトリのなんらかのレベルに指
定します。
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（SQLJトランスレータにより SQLJの JSPページ用に生成される .serプロファイル・ファ
イルと同様に、-extresおよび -hotloadオプションにより静的コンテンツ用に生成され
る .resファイルは Javaリソース・ファイルです。）

指定したパスは、単に（アプリケーション相対またはページ相対パスではなく）ファイル・
システム・パスとして使用されます。 

Windows NTなど、ディレクトリ名に空白を使用できる環境では、ディレクトリ名を引用符
で囲みます。

パッケージに応じて、指定したディレクトリのサブディレクトリが必要な場合は自動的に作
成されます。 詳細は、6-32ページの「ojspcの出力ファイル、位置および関連オプションの概
要」を参照してください。

デフォルトでは、カレント・ディレクトリ（ojspcを実行したときのカレント・ディレクト
リ）が使用されます。

生成されたファイルが一目でわかるように、このオプションを使用して、生成されたバイナ
リ・ファイルを空のディレクトリに格納することをお薦めします。

-debug  （ブール。ojspcのデフォルト : false）

このフラグを有効化して、ojspcに対して、デバッグ用に元の .jspファイルへのライン・
マップを生成するように指示します。 このフラグを有効化しなければ、生成されたページ実
装クラスにマッピングされます。

これは、Oracle JDeveloperの使用時など、ソース・レベルの JSPデバッグに役立ちます。

-extend  （完全修飾 Javaクラス名。ojspcのデフォルト : 空）

このオプションを使用して、生成されたページ実装クラスで拡張される Javaクラスを指定
します。

注意注意注意注意 : オンデマンド変換の使用例では、OracleJSPの
page_repository_root構成パラメータにより関連機能が提供されま
す。 A-13ページの「OracleJSPの構成パラメータ（非 OSE）」を参照して
ください。

注意注意注意注意 : オンデマンド変換の使用例では、OracleJSPの emit_debuginfo
構成パラメータにより同じ機能が提供されます。 A-13ページの
「OracleJSPの構成パラメータ（非 OSE）」を参照してください。
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-extres  （ブール。ojspcのデフォルト : false）

このフラグを有効化し、ojspcに対して、生成された静的コンテンツ（静的 HTMLコード
を出力する Java出力コマンド）を、生成されたページ実装クラスのインナー・クラスでは
なく、Javaリソース・ファイルに格納するように指示します。

リソース・ファイル名は、JSPページ名に基づいています。 リリース 8.1.7では、JSP名と同
じ名前になりますが、.res接尾辞が付きます（たとえば、MyPage.jspの変換により、通
常の出力に加えて MyPage.resが作成されます）。 ただし、正確な実装は将来のリリースで
変更されることがあります。

リソース・ファイルは、.classファイルと同じディレクトリに格納されます。

1ページに大量の静的コンテンツが含まれている場合は、この技法を使用すると変換が高速
になり、ページの実行も高速になることがあります。 詳細は、4-12ページの「JSPページの
大量の静的コンテンツに関する回避策」を参照してください。

-hotload  （ブール。ojspcのデフォルト : false）（（（（OSE専用）専用）専用）専用）

このフラグを有効化し、ホットロードを可能にします。 このフラグが関連するのは、変換済
みページを Oracle8iにロードして Oracle Servlet Engineで実行する場合のみです。

-hotloadフラグは、ojspcに対して次の処理を指示します。

1. -extres機能を実行し、静的出力を Javaリソース・ファイルに書き込みます（前述の
-extresの説明を参照）。

2. ホットロード可能になるように、生成されたページ実装クラスに main()メソッドと
ホットロード・メソッドを作成します。

ホットロードの概要は、6-20ページの「Oracle8iにホットロードされるクラスの概要」を参
照してください。 ホットロード手順の実行方法（ホットロードの有効化後）は、6-58ページ
の「Oracle8iでのページ実装クラスのホットロード」を参照してください。

注意注意注意注意 :

� インナー・クラスも引き続き作成されるため、配布する必要がありま
す。

� オンデマンド変換の使用例では、OracleJSPの external_resource
構成パラメータにより同じ機能が提供されます。 A-13ページの
「OracleJSPの構成パラメータ（非 OSE）」を参照してください。
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-implement  （完全修飾 Javaインタフェース名。ojspcのデフォルト : 空）

このオプションを使用して、生成されたページ実装クラスで実装される Javaインタフェー
スを指定します。

-noCompile  （ブール、ojspcのデフォルト : false）

このフラグを有効化して、ojspcに対して、生成されたページ実装クラスのソースをコンパ
イルしないように指示します。 これにより、後から代替 Javaコンパイラでコンパイルできま
す。

-packageName  （完全修飾パッケージ名。ojspcのデフォルト : .jspファイルの位置に基づ
く）

このオプションで Javaの「ドット」構文を使用して、生成されるページ実装クラスのパッ
ケージ名を指定します。

このオプションを設定しない場合は、パッケージ名はカレント・ディレクトリ（ojspcを実
行したディレクトリ）に対する .jspファイルの相対位置に従って決定されます。 

例として、.jspファイルが /myapproot/src/jspsrcディレクトリにあるときに、
ojspcを /myapprootディレクトリから実行するとします（%は UNIXプロンプトとしま
す）。

% cd /myapproot
% ojspc -packageName myroot.mypackage src/jspsrc/Foo.jsp

これにより、パッケージ名として myroot.mypackageが使用されます。

この例で、-packageNameオプションを使用しない場合は、OracleJSPリリース 8.1.7
（1.1.0.0.0）ではデフォルトで src.jspsrcがパッケージ名として使用されます。 （このよう
な実装の詳細は、将来のリリースで変更されることがあるため注意してください。）

注意注意注意注意 : ホットロードを有効化せずに静的コンテンツをリソース・ファイ
ルに書き込むには（ページを OSEで実行しない場合など）、-extresオ
プションを使用します。

注意注意注意注意 :

� オンデマンド変換の使用例では、OracleJSPの javaccmd構成パラ
メータにより関連機能が提供され、代替 Javaコンパイラを直接指定
できます。 A-13ページの「OracleJSPの構成パラメータ（非 OSE）」
を参照してください。

� SQLJの JSPページの場合は、-noCompileを有効化しても SQLJ変換
は禁止されず、Javaでのコンパイルのみが禁止されます。
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-S-<sqlj option> <value>  （-Sと後続の SQLJオプション設定。ojspcのデフォルト : 空）

SQLJの JSPページの場合は、ojspcの -Sオプションを使用して Oracle SQLJのオプション
を SQLJトランスレータに渡します。

SQLJトランスレータを直接実行する場合とは異なり、SQLJのオプションとその値は空白で
区切ります（他の ojspcのオプションとの整合性を保つため）。 

次に例を示します（UNIXプロンプトから）:

% ojspc -S-default-customizer mypkg.MyCust -d /myapproot/mybindir MyPage.jsp

この場合は、Oracle SQLJの -default-customizerオプションが起動されて代替プロ
ファイル・カスタマイザが選択されるのみでなく、ojspcの -dオプションが設定されま
す。

特定の Oracle SQLJオプションに関する注意事項は、次のとおりです。

� SQLJの -encodingオプションは使用しないでください。かわりに、JSPページ内の
pageディレクティブで contentTypeパラメータを使用します。

� ojspcの -addclasspathオプションを使用する場合は、SQLJの -classpathオプ
ションを使用しないでください。

� ojspcの -noCompileオプションを使用する場合は、SQLJの -compileオプションを
使用しないでください。

� ojspcの -dオプションを使用する場合は、SQLJの -dオプションを使用しないでくだ
さい。

� ojspcの -srcdirオプションを使用する場合は、SQLJの -dirオプションを使用しな
いでください。

Oracle SQLJトランスレータのオプションの詳細は、『Oracle8i SQLJ 開発者ガイドおよびリ
ファレンス』を参照してください。

-srcdir  （完全修飾パス。ojspcのデフォルト : カレント・ディレクトリ）

このオプションを使用して、ojspcで生成されるソース・ファイル、つまり .sqljファイ
ル（SQLJの JSPページの場合）と .javaファイルを格納するベース・ディレクトリの位置
を指定します。 

指定したパスは、単に（アプリケーション相対またはページ相対パスではなく）ファイル・
システム・パスとして使用されます。 

Windows NTなど、ディレクトリ名に空白を使用できる環境では、ディレクトリ名を引用符
で囲みます。

パッケージに応じて、指定したディレクトリのサブディレクトリが必要な場合は自動的に作
成されます。 詳細は、6-32ページの「ojspcの出力ファイル、位置および関連オプションの概
要」を参照してください。
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デフォルトでは、カレント・ディレクトリ（ojspcを実行したときのカレント・ディレクト
リ）が使用されます。

生成されたファイルが一目でわかるように、このオプションを使用して、生成されたソー
ス・ファイルを空のディレクトリに格納することをお薦めします。 

-verbose  （ブール。ojspcのデフォルト : false）

このオプションを有効化し、ojspcに対して変換ステップを実行時にレポートするように指
示します。 

次の例は、myerror.jspの変換に関する -verboseの出力を示しています（この例で、
ojspcは myerror.jspがあるディレクトリから実行されます。%は UNIXのプロンプトと
します）。

% ojspc -verbose myerror.jsp
Translating file: myerror.jsp
1 JSP files translated successfully.
Compiling Java file: ./myerror.java

-version  （ブール。ojspcのデフォルト : false）

このオプションを ojspcに対して有効化すると、OracleJSPのバージョン・ナンバーが表示
されてから終了します。 

ojspcの出力ファイル、位置および関連オプションの概要の出力ファイル、位置および関連オプションの概要の出力ファイル、位置および関連オプションの概要の出力ファイル、位置および関連オプションの概要
デフォルトの ojspcでは、オンデマンド変換の使用例で OracleJSPトランスレータにより
生成されるのと同じファイル・セットが生成され、カレント・ディレクトリ（ojspcを実行
したときのディレクトリ）またはそのサブディレクトリに格納されます。 

生成されるファイルは、次のとおりです。

� .sqljソース・ファイル（SQLJの JSPページのみ）

� .java ソース・ファイル

� ページ実装クラス用の .classファイル

� インナー・クラス用の .classファイル

注意注意注意注意 : オンデマンド変換の使用例では、OracleJSPの
page_repository_root構成パラメータにより関連機能が提供されま
す。 A-13ページの「OracleJSPの構成パラメータ（非 OSE）」を参照して
ください。
6-32　Oracle8i JavaServer Pages 開発者ガイドおよびリファレンス                              



変換と Oracle8iへの配布に使用するツールとコマンド
� Javaリソース・ファイル、またはオプションで SQLJプロファイル用の .classファイ
ル（SQLJの JSPページのみ）

� オプションでページの静的テキスト用の Javaリソース・ファイル

OracleJSPトランスレータにより生成されるファイルの詳細は、6-6ページの「生成される
ファイルと位置（オンデマンド変換）」を参照してください。 

6-26ページの「ojspcのオプションの説明」で説明した共通に使用される一部のオプション
をまとめると、ojspcの次のオプションを使用してファイルの生成方法と格納場所を指定で
きます。

� -appRootを使用して、アプリケーション・ルート・ディレクトリを指定します。

� -srcdirを使用して、ソース・ファイルを指定の代替ディレクトリに格納します。

� -dを使用して、バイナリ・ファイル（.classファイルと Javaリソース・ファイル）を
指定の代替ディレクトリに格納します。

� -noCompileを使用して、生成されるページ実装クラス・ソースをコンパイルしないよ
うに指定します（このため、.classファイルは生成されません）。

� -extresを使用して、静的テキストを Javaリソース・ファイルに挿入します。

� -hotloadを使用して、静的テキストを Javaリソース・ファイルに挿入し、ホットロー
ドを有効化します（Oracle Servlet Engineをターゲットとするページにのみ関連があり
ます）。

� -S-ser2class（SQLJの -ser2classオプション、SQLJの JSPページ専用）を使用し
て、SQLJプロファイルを .ser Javaリソース・ファイルではなく .classファイル内
で生成します。

出力ファイル位置の場合、カレント・ディレクトリ（または該当する -dおよび -srcdir
オプションで指定したディレクトリ）のディレクトリ構造は、パッケージに基づいていま
す。 パッケージは、アプリケーション・ルートに対する変換対象ファイルの相対位置により
決定されます。アプリケーション・ルートは、カレント・ディレクトリまたは -appRootオ
プションで指定するディレクトリです。

たとえば、ojspcを次のように実行するとします（%は UNIXプロンプトとします）。

% cd /abc
% ojspc def/ghi/test.jsp

パッケージ名は def.ghiとなり、出力ファイルはディレクトリ /abc/def/ghiに格納さ
れます。

-dおよび -srcdirオプションで代替出力ディレクトリを指定すると、指定したディレクト
リの下に def/ghiサブディレクトリが作成されます。
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この時点で、次のように ojspcを他のディレクトリから実行するとします。

% cd /home/mydir
% ojspc -appRoot /abc /abc/def/ghi/test.jsp

パッケージは同じく def.ghiで、指定したアプリケーション・ルートに対する test.jsp
の相対位置に基づいています。 出力ファイルは、/home/mydir/def/ghi、または -dおよ
び -srcdirオプションで指定したディレクトリの def/ghiサブディレクトリに格納され
ます。

loadjavaツールの概要ツールの概要ツールの概要ツールの概要
Oracle8iには、Javaファイルからスキーマ・オブジェクトを作成し、指定したデータベー
ス・スキーマにロードできるように、loadjavaコマンドライン・ツールが用意されていま
す。 

loadjavaの詳細および関連の dropjavaツール（Javaソース、クラスおよびリソースのス
キーマ・オブジェクトをデータベースから削除するツール）については、『Oracle8i Java 
Tools リファレンス』を参照してください。

通常（JSPアプリケーションに限らず）、Java開発者は、クライアント側で Javaソースをコ
ンパイルしてから生成されたクラス・ファイルをロードする方法と、Javaソースをロード
し、サーバー側コンパイラにより Oracle8i内で自動的にコンパイルさせる方法のどちらかを
選択できます。 前者の場合は、クラス・スキーマ・オブジェクトのみが作成されます。 後者
の場合は、ソース・スキーマ・オブジェクトとクラス・スキーマ・オブジェクトの両方が作
成されます。 どちらの場合も、開発者は Javaリソース・ファイルもロードして、リソース・
スキーマ・オブジェクトを作成できます。

loadjavaツールのコマンドラインでは、ソース・ファイル、クラス・ファイル、リソー
ス・ファイル、JARファイルおよび ZIPファイルを指定できます。 ただし、ソース・ファイ
ルとクラス・ファイルは同時にロードできません。 JARファイル、ZIPファイルまたは
loadjavaコマンドラインで扱えるのは、ソース・ファイルまたはクラス・ファイルのう
ち、どちらか一方のみです。 （どちらの場合も、リソース・ファイルは扱うことができま
す。）

JARファイルまたは ZIPファイルがオープンされ、処理されて、それぞれに含まれている各
ファイルから 1つ以上のスキーマ・オブジェクトが作成されます。

OracleJSPでは、loadjavaの使用方法は次のとおりです。

� クライアント側変換の場合は、すでに ojspcを使用して JSPページを変換しています。
これにより、デフォルトで変換済み Javaソースもコンパイルされています。 次に、
loadjavaを使用して、生成された .classファイルとリソース・ファイル（たとえ

注意注意注意注意 : 様々なディレクトリ内のファイルに必要に応じて異なるパッケー
ジ名が与えられるように、JSPアプリケーションのディレクトリごとに、
ojspcを一度ずつ実行することをお薦めします。
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ば、リソース・ファイルを生成する ojspc -hotloadオプションなど）をロードしま
す。通常、これらのファイルはすべて JARファイルにまとめられています。 

または、コンパイル済みの .classファイルではなく、変換済みの .javaファイルを
ロードする方法もあります。 サーバー側コンパイラでは、ロード対象となる .javaファ
イルをコンパイルできます。

� サーバー側変換の場合は、loadjavaを使用して、未変換の .jspファイルをリソー
ス・スキーマ・オブジェクトとしてロードします。通常、これらのファイルは JARファ
イルにまとめられています。 （これらのファイルは、後でサーバー側でセッション・
シェルの publishjspコマンドにより変換され、公開されます。）

loadjavaオプションの構文の詳細は、次のとおりです。 大カッコ {...}は、構文の一部で
はなく、オプション入力の前にある 2つのオプション書式の候補を囲むために使用していま
す。

loadjava {-user | -u} user/password[@database] [options] 
file.java | file.class | file.jar | file.zip | file.sqlj | resourcefile  
  [-debug]
  [-d | -definer]
  [{-e | -encoding} encoding_scheme]
  [-f | -force]
  [{-g | -grant} user [, user]...]
  [-o | -oci8] 
  [ -order ]
  [-noverify]
  [-r | -resolve] 
  [{-R | -resolver} "resolver_spec"]
  [{-S | -schema} schema] 
  [ -stdout ]
  [-s | -synonym]
  [-t | -thin] 
  [-v | -verbose]

特に重要なのは -userおよび -resolveオプションです（それぞれの短縮形は -uおよび
-rです）。 -userオプションでは、スキーマ名とパスワードを指定します。 -resolveオプ
ションでは、コマンドラインで指定したクラスがすべてロードされた後に、ロードしたクラ
ス内の外部参照を loadjavaでコンパイルし（該当する場合）、解決するかどうかを指定し
ます。

.javaソース・ファイルをロードし、ロード時にサーバー側コンパイラでコンパイルする場
合は、-resolveオプションを有効化する必要があります。

次の例は、クライアント側変換の使用例に関するもので、JSPページの変換とコンパイルは
すでに完了しており、HelloWorld.classファイルとページ実装インナー・クラス
（「HelloWorld」で始まる名前を持つクラス）用の .classファイルが生成されています。 %
は UNIXのプロンプトとします。

% loadjava -u scott/tiger -r HelloWorld*.class
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また、次のように、各ファイルを JARファイルにまとめることができます。

% loadjava -v -u scott/tiger -r HelloWorld.jar

loadjava -v（-verbose）オプションでは、ロード処理の進行中に詳細なステータスが
出力されます。このオプションは、多数のファイルをロードする場合やサーバー側でコンパ
イルする場合に特に役立ちます。

次の例もクライアント側変換の使用例に関するもの（HelloWorld.javaは JSPトランス
レータの出力）ですが、クライアント側でのコンパイル・ステップをスキップし、かわりに
サーバー側コンパイラで処理するように（ojspc -noCompileオプションで）選択してい
ます。

% loadjava -v -u scott/tiger -r HelloWorld.java

次の例は、サーバー側変換の使用例に関するものです。

% loadjava -u scott/tiger -r HelloWorld.jsp

sess_shセッション・シェル・ツールの概要セッション・シェル・ツールの概要セッション・シェル・ツールの概要セッション・シェル・ツールの概要
Oracle8iには、データベース・インスタンスのセッション・ネームスペースへの対話型イン
タフェースとして、sess_sh（セッション・シェル）ツールが用意されています。 sess_sh
の起動時に、データベース接続引数を指定します。これにより、$プロンプトが表示され、
コマンドを入力できます。 

このセッション・シェル・ツールには多数のトップレベル・コマンドがあり、それぞれに独
自のオプション・セットを指定して $プロンプトから実行できます。 OracleJSP開発者に
とって重要なコマンドは、publishservletおよび unpublishservletコマンド（クラ
イアント側変換を伴う配布用）、publishjspおよび unpublishjspコマンド（サーバー
側変換を伴う配布用）、createcontextコマンド（OSEサーブレット・コンテキストの作
成用）です。

このツールの起動に使用する sess_shの主な構文要素は、次のとおりです。

sess_sh -user user -password password -service serviceURL

� -userでは、スキーマのユーザー名を指定します。

� -passwordでは、指定したユーザー名のパスワードを指定します。

� -serviceでは、sess_shでセッション・ネームスペースを「オープン」するデータ
ベースの URLを指定します。serviceURLパラメータには、次の 3つの書式のうち 1
つを使用する必要があります。

sess_iiop://host:port:sid
jdbc:oracle:type:spec
http://host[:port]
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次に一般的な例を示します。

sess_iiop://localhost:2481:orcl
jdbc:oracle:thin:@myhost:1521:orcl
http://localhost:8000

次の例は、sess_shのコマンドラインを示しています。

% sess_sh -user SCOTT -password TIGER -service jdbc:oracle:thin:@myhost:5521:orcl

sess_shを起動すると、次のコマンド・プロンプトが表示されます。

$

このセッション・シェル・ツールには、publishservletや publishjspのようなオブ
ジェクト公開コマンドに加えて、UNIXシェル（Cシェルなど）の UNIXファイル・システ
ムのような操作をセッション・ネームスペースにもたらすシェル・コマンドが用意されてい
ます。 たとえば、次の sess_shコマンドでは、公開されているオブジェクトと、
/alpha/beta/gamma公開対象コンテキスト内の公開対象コンテキストが表示されます
（公開対象コンテキストはセッション・ネームスペース内のノードで、ファイル・システム
のディレクトリと同様です）。 

$ ls /alpha/beta/gamma

前述のように、OracleJSP開発者にとって重要な sess_shコマンドは次のとおりです。

$ publishjsp ...
$ unpublishjsp ...
$ publishservlet ...
$ unpublishservlet ...
$ createcontext ...

publishservletおよび unpublishservletコマンドの詳細は、6-59ページの
「Oracle8iでの変換済み JSPページの公開（セッション・シェルの publishservlet）」を参照
してください。 publishjspおよび unpublishjspコマンドの詳細は、6-39ページの
「Oracle8iでの JSPページの変換と公開（セッション・シェルの publishjsp）」を参照してく
ださい。

各セッション・シェル・コマンドには、操作を記述する -describeオプション、構文の概
要を表示する -helpオプション、およびバージョン・ナンバーを表示する -versionオプ
ションがあります。
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サーバー側変換を伴うサーバー側変換を伴うサーバー側変換を伴うサーバー側変換を伴う Oracle8iへの配布への配布への配布への配布
この項では、サーバー側変換を伴う Oracle8iへの配布ステップについて説明します。

この場合のステップは次のとおりです。

1. loadjavaを使用して、未変換の JSPページまたは SQLJの JSPページのソース・ファ
イルを Oracle8iにロードします。

2. セッション・シェルの publishjspコマンドを使用し、ページを変換して公開します。

publishjspステップでは、変換、コンパイル、ホットロード（該当する場合）および公開
が自動的に処理されます。

Oracle8iへの未変換のへの未変換のへの未変換のへの未変換の JSPページのロード（ページのロード（ページのロード（ページのロード（loadjava））））
サーバー側変換を伴う配布の最初のステップでは、Oracle loadjavaツールを使用して、未
変換の .jspまたは .sqljspファイルを Javaリソース・ファイルとして Oracle8iにロード
します。

複数のファイルをロードする場合は、各ファイルをロード用の JARファイルにまとめること
をお薦めします。

Oracle8iには、Javaファイルをサーバーにロードするための汎用ツールとして、loadjava
ツールが用意されています。 概要は、6-34ページの「loadjavaツールの概要」を参照してく
ださい。 詳細は、『Oracle8i Java Tools リファレンス』を参照してください。

次の例は、未変換のページをロードする操作を示しています。

% loadjava -u scott/tiger Foo.jsp

注意注意注意注意 : このドキュメントで説明するのは、sess_shの構文とオプション
の概要のみです。 ツールについては、最も単純な起動方法と使用方法のみ
を取り上げています。

たとえば、このマニュアルでは説明していませんが、$プロンプトのかわ
りに sess_shのコマンドラインで、各コマンドを引用符で囲んで指定で
きます。

また、デフォルトのセッション IIOPではなくプレーンな IIOPによる接
続、ロールの指定、SSLサーバー認証を使用するデータベースへの接続、
および SIDではなくサービス名を含む URLの使用などに使用する、トッ
プレベル・オプションもあります。

sess_shツールの詳細は、『Oracle8i Java Tools リファレンス』を参照し
てください。
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この例では、Foo.jspが SCOTTスキーマ（パスワード TIGER）に Javaリソース・オブ
ジェクトとしてロードされます。 loadjava -resolve（-r）オプションを指定する必要は
ありません。

これにより、データベース内で次のリソース・スキーマ・オブジェクトが作成されます。

� SCOTT:Foo.jsp

リソース・スキーマ・オブジェクトの位置は、JARファイル内または loadjavaのコマンド
ラインで .jspファイル用に指定したパス情報により決定されるため注意してください。 前
述の例を次のように変更するとします。

% loadjava -u scott/tiger xxx/yyy/Foo.jsp

これにより、データベース内で次のリソース・スキーマ・オブジェクトが作成されます。

� SCOTT:xxx/yyy/Foo.jsp

loadjavaにより生成されるスキーマ・オブジェクトの命名方法の概要は、6-12ページの
「Java用のデータベース・スキーマ・オブジェクト」を参照してください。

次のように、.sqljspファイルもロードできます。

% loadjava -u scott/tiger Foo.sqljsp

この例では、Foo.sqljspが SCOTTスキーマにロードされ、データベース内で次のリソー
ス・スキーマ・オブジェクトが作成されます。

� SCOTT:Foo.sqljsp

複数の .jsp（または .sqljsp）ファイルをロードする場合は、次のようにワイルドカード
文字を使用できます（運用環境に依存します。%は UNIXプロンプトとします）。

% loadjava -u scott/tiger *.jsp

または、次のように .jspファイルを JARファイルにまとめるとします。

% loadjava -u scott/tiger myjspapp.jar

Oracle8iでのでのでのでの JSPページの変換と公開（セッション・シェルのページの変換と公開（セッション・シェルのページの変換と公開（セッション・シェルのページの変換と公開（セッション・シェルの publishjsp））））
サーバー側変換を伴う配布の使用例では、Oracle8i JVMのセッション・シェルの
publishjspコマンドを実行すると、変換、コンパイル、ホットロード（該当する場合）お
よび公開がすべて自動的に実行されます。 セッション・シェルを起動してデータベースに接
続する方法は、6-36ページの「sess_shセッション・シェル・ツールの概要」を参照してく
ださい。

.jsp（または .sqljsp）ファイルを Oracle8iにリソース・スキーマ・オブジェクトとして
ロードしてから、publishjspを実行します。 （.sqljspファイルに対して publishjsp
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を実行する操作については、結果にロジスティック上の違いがあるため、別途に説明しま
す。）

publishjspの構文とオプションの概要の構文とオプションの概要の構文とオプションの概要の構文とオプションの概要
sess_shを起動すると、データベースへの接続が確立されます。 sess_shの起動後は、
セッション・シェルの $プロンプトから publishjspコマンドを実行できます。

publishjspコマンドの一般構文は、次のとおりです。

$ publishjsp [options] path/name.jsp

次のいずれかのオプションを使用できます。

[-schema schemaname] [-virtualpath path] [-servletName name] [-packageName name] 
[-context context] [-hotload] [-stateless] [-verbose] [-resolver resolver] 
[-extend class] [-implement interface]

ファイル name.jsp（または、SQLJの JSPページの場合は name.sqljsp）は、loadjava
でロードした JSPページのリソース・スキーマ・オブジェクトで、関連スキーマの path情
報とともに指定する唯一の必須パラメータです。 

デフォルトでは、-virtualpathオプションを指定しない場合は、path/name.jspが
サーブレット・パスとなります。 たとえば、dir1/foo.jsp（カレント・スキーマまたは指
定したスキーマ内のパス）に対して publishjspを実行すると、dir1/foo.jspがサーブ
レット・パスとなります。

デフォルトでは、-contextオプションを指定しない場合は、OSEのデフォルトのサーブ
レット・コンテキストが使用され、「/」がコンテキスト・パスとなります。

注意注意注意注意 : publishjspで公開される JSPページは、セッション・シェルの
unpublishjspコマンドを使用して「非公開」に（Oracle8i JVMの JNDI
ネームスペースから削除）できます。 6-50ページの「unpublishjspを使用
した JSPページの非公開」を参照してください。

重要重要重要重要 :

� -hotloadなどのブール・オプションを有効化するには、コマンドラ
インにオプション名のみを入力します（trueに設定しないでくださ
い）。

� 値を指定するオプションの場合、値を引用符で囲む必要はありませ
ん。
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コンテキスト・パスとサーブレット・パス（およびホスト名とポート）により、ページを起
動するための URLが決定されます。6-14ページの「Oracle Servlet Engineの URL」を参照
してください。 

また、次の情報表示オプションも使用できます。

�  -showVersionを単独で使用すると、OracleJSPのバージョン・ナンバーが表示されて
終了します。 

� -usageを単独で使用すると、publishjspオプション・リストが表示されて終了しま
す。

ここでは、各オプションについて説明します。

� -schema schemaname

このオプションを使用して、JSPページのリソース・スキーマ・オブジェクトが、
sess_shを介してログインしたスキーマとは異なるスキーマにある場合に、そのス
キーマを指定します。

このスキーマには、sess_shのログイン・スキーマからアクセスできる必要がありま
す。 publishjspコマンドでは、パスワードは指定できません。 

� -virtualpath path

このオプションを使用すると、JSPページの代替サーブレット・パスを指定できます。
このオプションを使用しない場合は、サーブレット・パスは単に指定の .jspファイル
名と指定のスキーマ・パスのみで構成されます。 

次に例を示します。

-virtualpath altpath/Foo.jsp

または、単に次のように入力します。

-virtualpath mypath.jsp

� -servletName name

このオプションを使用すると、JSPページの代替サーブレット名（OSEの
named_servlets）を指定できます。ただし、サーブレット名は、ページの起動方法
には関与しないため、ほとんどの場合は不要です。 

デフォルトでは、サーブレット名は .jspファイル名と指定したパスで構成されます。 
たとえば、SCOTT:dir1/Foo.jspに対して publishjspを実行すると、OracleJSPリ
リース 8.1.7（1.1.0.0.0）では、サーブレット名として dir1.Fooが使用されます（実装
の詳細は将来のリリースで変更されることがあるため注意してください）。

� -packageName name

このオプションを使用して、生成されるページ実装クラスのパッケージ名を指定できま
す。このオプションを使用しない場合は、パッケージ名は publishjspの実行時に
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.jspファイルのパス指定により決定されます。 たとえば、SCOTT:dir1/Foo.jspに
対して publishjspを実行すると、ページ実装クラスのパッケージ名は dir1となり
ます。

-packageNameオプションは、スキーマにあるスキーマ・オブジェクトの位置に影響
しますが、JSPページのサーブレット・パスには影響しません。

� -context context

このオプションを使用すると、Oracle Servlet Engine内のサーブレット・コンテキスト
を指定できます。 このサーブレット・コンテキストのコンテキスト・パスは、ページの
起動に使用される URLの一部となります。 

このオプションを使用しない場合は、JSPページは OSEのデフォルト・コンテキスト
/webdomains/contexts/defaultに置かれます。コンテキスト・パスは単に「/」
です。

コンテキストは、次のように /webdomains/contextsの下で指定する必要がありま
す。

/webdomains/contexts/mycontext

� -hotload

このフラグを有効化し、ホットロードを有効化して実行します。 その結果、
publishjspコマンドにより次のステップが実行されます。

1. 静的出力が、ページ実装クラスのスキーマ・オブジェクトではなく、リソース・ス
キーマ・オブジェクトに書き込まれます。

2. ホットロード可能になるように、生成されたページ実装クラスに main()メソッド
とホットロード・メソッドが実装されます。

3. main()メソッドが実行され、ホットロードが実行されます。

重要重要重要重要 : これは、コンテキスト名そのものではなく、ページへのアクセス
用 URLに使用されるサーブレット・コンテキストのコンテキスト・パス
であることに注意してください。

OSE内でセッション・シェルの createcontextコマンドを使用して
サーブレット・コンテキストを作成する場合は、コンテキスト・パス
（createcontext -virtualpathオプションを使用）とコンテキスト名
の両方を指定する必要があります。 コンテキスト名とコンテキスト・パス
を同じにすると便利なため、通常はこのように指定しますが、必須ではあ
りません。
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-hotloadを使用するには、Oracle8i JVMのホットローダーに対するパーミッションが
必要です。 このパーミッションは、次のように（たとえば、SCOTTスキーマの場合は
SQL*Plusから）付与できます

dbms_java.grant_permission('SCOTT', 'SYS:oracle.aurora.security.JServerPermission', 'HotLoader', null);

ホットロードの概要は、6-20ページの「Oracle8iにホットロードされるクラスの概要」
を参照してください。 

� -stateless

これは、Oracle Servlet Engineに対して、JSPページをステートレスにするように指示
するブール・オプションです。JSPページには、実行中に HttpSessionオブジェクト
へのアクセス権を付与しないようにします。

このフラグは、mod_oseの最適化に使用します。 Apacheの mod_oseモジュールの詳
細は、『Oracle8i Oracle Servlet Engine ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

� -verbose

このオプションを trueに設定し、publishjspに対して実行時に変換ステップをレ
ポートするように指示します。 

� -resolver

このオプションを使用して、代替 Javaクラス・リゾルバを指定します。 リゾルバは、
JSPページに使用されるクラスの位置の特定など、loadjavaを介して Javaソースをコ
ンパイルし、解決するときに使用されます。

デフォルトのリゾルバは ((* user) (* PUBLIC))です。 たとえば、SCOTTスキーマ
の場合は次のようになります。

((* SCOTT) (* PUBLIC))

-resolverオプションの場合は、次のように値を引用符で囲んで指定する必要があり
ます。

$ publishjsp ... -resolver "((* BILL) (* SCOTT) (* PUBLIC))" ...

� -extend

このオプションを使用して、生成されたページ実装クラスで拡張される Javaクラスを
指定します。

� -implement

このオプションを使用して、生成されたページ実装クラスで実装される Javaインタ
フェースを指定します。
                                                                    JSPの変換と配布 6-43



サーバー側変換を伴う Oracle8iへの配布
例例例例 : publishjspを使用したを使用したを使用したを使用した JSPページの公開ページの公開ページの公開ページの公開
この項では、publishjspを使用して Oracle8i内で .jspページを変換し、公開する例につ
いて説明します。 各ページは、すでにリソース・スキーマ・オブジェクトとして、
SCOTT:Foo.jspのような特定のスキーマにロードされています。

（.sqljspページに対して publishjspを実行する方法の詳細は、6-48ページの
「publishjspを使用した SQLJの JSPページの公開」を参照してください。）

サーブレット・パスとコンテキスト・パスの組合せによるページ起動用 URLの生成につい
ては、6-14ページの「Oracle Servlet Engineの URL」を参照してください。

例例例例 1  

$ publishjsp -schema SCOTT dir1/Foo.jsp

この例では、コンテキスト・パス「/」を持つデフォルトのサーブレット・コンテキストを
使用しています。 

デフォルトのサーブレット・パスは dir1/Foo.jspです。 

このコマンドの後で、次のように Foo.jspを起動できます。

http://host[:port]/dir1/Foo.jsp

注意注意注意注意 :

� 次の例では、SCOTTスキーマを使用しています。 SCOTTは、sess_sh
の起動時に指定したスキーマ、またはそのスキーマからアクセスでき
るスキーマである必要があります。 

� それぞれの例で、作成されるスキーマ・オブジェクトを示しています
が、これは二次的な情報です。 JSPページの起動には、サーブレット・
パスとコンテキスト・パスのみが使用されます。 ページ実装クラスの
スキーマ・オブジェクトは、publishjspによる公開ステップで自動
的にマップされます。

� Oracle8i内では、どの JSP環境の場合も、動的な jsp:includeおよ
び jsp:forward文のアプリケーション相対構文とページ相対構文は
同じです。 相対パスは、JSPページの公開方法（後述の例を参照）に
基づいています。

� 生成されるスキーマ・オブジェクトの正確な名前は、将来のリリース
で変更されることがありますが、一般的な書式は同じです。 この名前
には常にベース名（後述の例の「Foo」など）が含まれますが、Foo
のかわりに _Fooのような変形が含まれる場合もあります。

� $は sess_shのプロンプトです。
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このファイルには、次のように（ページ相対構文、次にアプリケーション相対構文を使用し
て）アプリケーション内の別の JSPページから動的にアクセスします。この JSPページは、
dir1/Bar.jspとして公開されているとします。

<jsp:include page="Foo.jsp" flush="true" />

または

<jsp:include page="/dir1/Foo.jsp" flush="true" />

デフォルトでは、dir1はページ実装クラスとインナー・クラスの Javaパッケージです
（SCOTTスキーマ内のパスを指定しているため）。

次のスキーマ・オブジェクトが作成されます。

� SCOTT:dir1/Fooソース・スキーマ・オブジェクト

� SCOTT:dir1/Fooクラス・スキーマ・オブジェクト

� 静的テキストのインナー・クラス用の dir1の下のクラス・スキーマ・オブジェクト
（SCOTT:dir1/Foo$__jsp__StaticTextのように、名前には「Foo」が含まれてい
ます）

例例例例 2  

$ publishjsp -schema SCOTT -context /webdomains/contexts/mycontext Foo.jsp

mycontextが次のように作成されているとします。

$ createcontext -virtualpath mycontext /webdomains mycontext

publishjspコマンドにより、ページが mycontextサーブレット・コンテキストに公開さ
れます。このサーブレット・コンテキストの作成時には、コンテキスト・パスとして
mycontextも指定されています。 

デフォルトのサーブレット・パスは単に Foo.jspです。

 このコマンドの後で、次のように Foo.jspを起動できます。

http://host[:port]/mycontext/Foo.jsp

このファイルには、次のように（ページ相対構文、次にアプリケーション相対構文を使用し
て）アプリケーション内の別の JSPページから動的にアクセスします。この JSPページは、
Bar.jspとして公開されているとします。

<jsp:include page="Foo.jsp" flush="true" />

または

<jsp:include page="/Foo.jsp" flush="true" />
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この例でデフォルト以外のサーブレット・コンテキストを指定しても、動的な
jsp:includeまたは jsp:forwardコマンドには反映されません。 反映されるのは、その
コンテキストに対するページの公開済み相対パスが単に /Foo.jspであるということです。

デフォルトでは、ページ実装クラスとインナー・クラスの Javaパッケージはありません
（SCOTTスキーマ内でパスを指定していないため）。

次のスキーマ・オブジェクトが作成されます。

� SCOTT:Fooソース・スキーマ・オブジェクト

� SCOTT:Fooクラス・スキーマ・オブジェクト

� 静的テキストのインナー・クラス用のクラス・スキーマ・オブジェクト
（SCOTT:Foo$__jsp__StaticTextのように、名前には「Foo」が含まれています）

例例例例 3  

$ publishjsp -schema SCOTT -context /webdomains/contexts/mycontext dir1/Foo.jsp

mycontextが次のように作成されているとします。

$ createcontext -virtualpath mywebapp /webdomains mycontext

publishjspコマンドにより、ページが mycontextサーブレット・コンテキストに公開さ
れます。このサーブレット・コンテキストの作成時には、コンテキスト・パスとして
mywebappが指定されています。 

デフォルトのサーブレット・パスは dir1/Foo.jspです。 

このコマンドの後で、次のように Foo.jspを起動できます。

http://host[:port]/mywebapp/dir1/Foo.jsp

このファイルには、次のように（ページ相対構文、次にアプリケーション相対構文を使用し
て）アプリケーション内の別の JSPページから動的にアクセスします。この JSPページは、
dir1/Bar.jspとして公開されているとします。

<jsp:include page="Foo.jsp" flush="true" />

または

<jsp:include page="/dir1/Foo.jsp" flush="true" />

例 1と例 3では異なるサーブレット・コンテキストを使用していますが、どちらの場合も、
アプリケーション相対の includeコマンドに関連があるのは、そのコンテキストに対する
ページの公開済み相対パスが /dir1/Foo.jspであることです。

デフォルトでは、dir1はページ実装クラスとインナー・クラスの Javaパッケージです。
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次のスキーマ・オブジェクトが作成されます。

� SCOTT:dir1/Fooソース・スキーマ・オブジェクト

� SCOTT:dir1/Fooクラス・スキーマ・オブジェクト

� 静的テキストのインナー・クラス用のクラス・スキーマ・オブジェクト
（SCOTT:dir1/Foo$__jsp__StaticTextのように、名前には「Foo」が含まれてい
ます）

例例例例 4  

$ publishjsp -schema SCOTT -hotload -packageName mypkg dir1/Foo.jsp

この例では、ホットロードを実行し、デフォルトのサーブレット・コンテキストを使用し、
デフォルトの dir1パッケージをオーバーライドしています。 

コンテキスト・パスは「/」です。

-packageNameオプションは、サーブレット・パスには反映されず、デフォルトで
dir1/Foo.jspのままです。

このコマンドの後で、次のように Foo.jspを起動できます。

http://host[:port]/dir1/Foo.jsp

このファイルには、次のように（ページ相対構文、次にアプリケーション相対構文を使用し
て）アプリケーション内の別の JSPページから動的にアクセスします。この JSPページは、
dir1/Bar.jspとして公開されているとします。

<jsp:include page="Foo.jsp" flush="true" />

または

<jsp:include page="/dir1/Foo.jsp" flush="true" />

次のスキーマ・オブジェクトが作成されます。

� SCOTT:mypkg/Fooソース・スキーマ・オブジェクト

� SCOTT:mypkg/Fooクラス・スキーマ・オブジェクト

� インナー・クラス用の mypkgの下のクラス・スキーマ・オブジェクト
（SCOTT:mypkg/Foo$__jsp__StaticTextのように、名前には「Foo」が含まれてい
ます）

� 通常はインナー・クラスにある静的テキスト用の SCOTT:mypkg/Foo.resリソース・
スキーマ・オブジェクト（リソースは publishjsp機能の一部としてホットロードさ
れます）
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publishjspを使用したを使用したを使用したを使用した SQLJのののの JSPページの公開ページの公開ページの公開ページの公開
この項では、publishjspを使用して Oracle8i内で .sqljspページを変換し、公開する例
について説明します。 ページは、すでにリソース・スキーマ・オブジェクトとして、
SCOTT:Foo.sqljspのような特定のスキーマにロードされています。

その他の想定については、6-44ページの「例 : publishjspを使用した JSPページの公開」を
参照してください。

サーブレット・パスとコンテキスト・パスの組合せによるページ起動用 URLの生成につい
ては、6-14ページの「Oracle Servlet Engineの URL」を参照してください。

.sqljspページに関する注意事項は、次のとおりです。

� .jspページの場合に作成されるスキーマ・オブジェクトに加えて、SQLJプロファイル
用のリソース・スキーマ・オブジェクトが作成されます。 サーバー側での変換時には
SQLJの -ser2classオプションがないため、これはクラス・スキーマ・オブジェクト
ではなく、常に .serリソース・スキーマ・オブジェクトです。 

SQLJプロファイルの詳細は、『Oracle8i SQLJ 開発者ガイドおよびリファレンス』を参
照してください。

� 生成されるソース・スキーマ・オブジェクトは、Javaソースではなく SQLJソースです。 

� SQLJの場合、サーバー側でサポートされるオプションがきわめて限られています。

サーバー側のサーバー側のサーバー側のサーバー側の SQLJオプションオプションオプションオプション  クライアント側の SQLJオプションは、サーバー側での変換
には使用できません（これは、JSPページのみでなくすべてに該当します）。 かわりに、
dbms_java.set_compiler_option()ストアド・プロシージャで（SQL*Plusなどを使用
して）設定された標準的な Oracle8i JAVA$OPTIONS表を介して使用できるように、少数の
オプション・セットが用意されています。 その中で、JSPページ用にサポートされているの
は次のオプションのみです。

� online

これは、デフォルトの oracle.sqlj.checker.OracleCheckerフロントエンドを介して
オンライン意味検査を有効化するブール・オプションです。

サーバー側の SQLJとセマンティクス・チェックの詳細は、『Oracle8i SQLJ 開発者ガイドお
よびリファレンス』を参照してください。
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SQLJのののの JSPページの公開例ページの公開例ページの公開例ページの公開例  次の例は、.sqljspページに対する publishjspの使用例を
示しています（$は sess_shのプロンプトです）。

$ publishjsp -schema SCOTT dir1/Foo.sqljsp

この例では、デフォルトの OSEサーブレット・コンテキストとコンテキスト・パス「/」を
使用しています。 

デフォルトのサーブレット・パスは、dir1/Foo.sqljspです。

このコマンドの後で、次のように Foo.sqljspを起動できます。

http://host[:port]/dir1/Foo.sqljsp

このファイルには、次のように（ページ相対構文、次にアプリケーション相対構文を使用し
て）アプリケーション内の別の JSPページから動的にアクセスします。この JSPページは、
dir1/Bar.jspとして公開されているとします。

<jsp:include page="Foo.sqljsp" flush="true" />

または

<jsp:include page="/dir1/Foo.sqljsp" flush="true" />

デフォルトでは、dir1はページ実装クラスとインナー・クラスの Javaパッケージです
（SCOTTスキーマ内のパスを指定しているため）。

次のスキーマ・オブジェクトが作成されます。

� SCOTT:dir1/Fooソース・スキーマ・オブジェクト

� SCOTT:dir1/Fooクラス・スキーマ・オブジェクト

注意注意注意注意 :

� この例では、SCOTTスキーマを使用しています。 SCOTTは、sess_sh
の起動時に指定したスキーマ、またはそのスキーマからアクセスでき
るスキーマである必要があります。 

� この例では、作成されるスキーマ・オブジェクトを示していますが、
これは二次的な情報です。 JSPページの起動には、サーブレット・パ
スとコンテキスト・パスのみが使用されます。 ページ実装クラスのス
キーマ・オブジェクトは、publishjspによる公開ステップで自動的
にマップされます。

� 生成されるスキーマ・オブジェクトの正確な名前は、将来のリリース
で変更されることがありますが、一般的な書式は同じです。 この名前
には常にベース名（後述の例の「Foo」など）が含まれますが、Foo
のかわりに _Fooのような変形が含まれる場合もあります。
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� 静的テキストのインナー・クラス用の dir1の下のクラス・スキーマ・オブジェクト
（SCOTT:dir1/Foo$__jsp__StaticTextのように、名前には「Foo」が含まれてい
ます）

� SQLJプロファイル用の dir1の下のリソース・スキーマ・オブジェクト
（SCOTT:dir1/Foo_SJProfile0.serのように、名前には「Foo」が含まれています）

unpublishjspを使用したを使用したを使用したを使用した JSPページの非公開ページの非公開ページの非公開ページの非公開
sess_shツールには、JSPページを Oracle8i JVMの JNDIネームスペースから削除する
unpublishjspコマンドも用意されています。 ただし、このコマンドでは、ページ実装クラ
スのスキーマ・オブジェクトはデータベースから削除されません。

unpublishservletコマンドとは異なり、サーブレット名を指定する必要はありません
（publishjspの実行時に指定していない場合）。 通常、必須入力はサーブレット・パスのみ
です（「仮想パス」と呼ばれることもあります）。

一般構文は次のとおりです。

$ unpublishjsp [-servletName name] [-context context] [-showVersion] [-usage] [-verbose] servletpath

-servletName、-context、-showVersion、-usageおよび -verboseオプションは、
publishjspの場合と同じです。6-40ページの「publishjspの構文とオプションの概要」を
参照してください。

unpublishjspを使用する場合は、publishjspの使用時に指定した -servletNameお
よび -contextの値を指定します。

たとえば、6-47ページの例 4で公開したページを非公開にするコマンドは次のとおりです。

$ unpublishjsp dir1/Foo.jsp

（例 4で指定した -packageNameオプションは、サーブレット・パスには無効であることに
注意してください。）

クライアント側変換を伴うクライアント側変換を伴うクライアント側変換を伴うクライアント側変換を伴う Oracle8iへの配布への配布への配布への配布
この項では、クライアント側変換を伴う Oracle8iへの配布ステップについて説明します。

この場合のステップは次のとおりです。

1. ojspcを使用して、クライアント側で JSPページまたは SQLJの JSPページを事前に変
換します。

2. loadjavaを使用して、ページ変換により生成されたファイルを Oracle8iにロードしま
す。ページ変換の結果、.classファイル（または、オプションで .javaまたはかわ
りに .sqljファイル）および Javaリソース・ファイルが生成されています。
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3. （オプション）ページを Oracle8iに「ホットロード」します（変換時にホットロードを
有効化した場合）。 ホットロードの背景情報については、6-20ページの「Oracle8iにホッ
トロードされるクラスの概要」を参照してください。

4. セッション・シェルの publishservletコマンドを使用してページを公開します。

JSPページの事前変換（ページの事前変換（ページの事前変換（ページの事前変換（ojspc））））
JSPページをクライアント側で事前変換するためには（通常は Oracle Servlet Engine内で実
行するページの場合）、ojspcコマンドライン・ツールを使用して OracleJSPトランスレー
タを起動します。 

ojspcの概要とオプションの説明は、6-22ページの「ojspc事前変換ツール」を参照してく
ださい。

以降は、次のトピックについて説明します。

� ojspcの最も単純な使用方法

� SQLJの JSPページ用の ojspc

� ojspcを使用したホットロードの有効化

� Oracle8iへの配布に使用する ojspcのその他の主要機能とオプション

� ojspcの例

ojspcの最も単純な使用方法の最も単純な使用方法の最も単純な使用方法の最も単純な使用方法
次の例は、ojspcの最も単純な使用方法を示しています。

% ojspc Foo.jsp

この起動方法では、次のファイルが生成されます。

� Foo.java

� Foo.class

注意注意注意注意 : 操作を簡素化し容易にするために、通常はサーバー側変換を伴う
配布をお薦めします。 6-38ページの「サーバー側変換を伴う Oracle8iへの
配布」を参照してください。

注意注意注意注意 : 生成されるファイルの正確な名前は、将来のリリースで変更され
ることがありますが、一般的なフォームは同じです。 ファイル名には常に
ベース名（前述の例では「Foo」など）が含まれますが、_Foo.javaや
_Foo.classのように少し変形したクラス名が含まれることがあります。
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� 静的コンテンツのインナー・クラス用の .classファイル（名前に「Foo」が含まれま
す） 

デフォルトでは、すべての出力は ojspcを起動したときのカレント・ディレクトリに書き
込まれます。

SQLJのののの JSPページ用のページ用のページ用のページ用の ojspc
ojspcツールでは、次のように、SQLJコードを使用する JSPページ用の .sqljspファイ
ルも指定できます。

% ojspc Foo.sqljsp

.sqljspファイルの場合は、ojspcにより JSPトランスレータのみでなく SQLJトランス
レータも自動的に起動されます。

この起動方法では、次のファイルが生成されます。

� Foo.sqlj（JSPトランスレータにより Foo.sqljspから生成）

� Foo.java（SQLJトランスレータにより Foo.sqljから生成）

� Foo.class

� 静的コンテンツのインナー・クラス用の .classファイル（名前に「Foo」が含まれま
す） 

� SQLJの「プロファイル」に関する SQLJの -ser2classオプションの設定に応じて、
Javaリソース・ファイル（.ser）またはクラス・ファイル（.class）（名前に「Foo」
が含まれます）

SQLJプロファイルの詳細は、『Oracle8i SQLJ 開発者ガイドおよびリファレンス』を参
照してください。

デフォルトでは、すべての出力は ojspcを起動したときのカレント・ディレクトリに書き
込まれます。

ojspcを使用したホットロードの有効化を使用したホットロードの有効化を使用したホットロードの有効化を使用したホットロードの有効化
ojspc -hotloadオプションを使用してホットロードを有効化します。これにより（他の
処理に加えて）、静的ページ・コンテンツは、ページ実装クラスのインナー・クラスではな
く Javaリソース・ファイルに書き込まれます。

次の例では、ページを変換し、OracleJSPトランスレータに対してホットロードを有効化す
るように指示しています。

% ojspc -hotload Foo.jsp
6-52　Oracle8i JavaServer Pages 開発者ガイドおよびリファレンス                              



クライアント側変換を伴う Oracle8iへの配布
このコマンドでは、トランスレータにより次の出力が生成されます。

� Foo.java（通常どおり）

� Foo.class（通常どおり）

� Foo.res、静的ページ・コンテンツを含む Javaリソース・ファイル

� インナー・クラス用の .classファイル（通常どおり。名前に「Foo」が含まれていま
すが、静的コンテンツはインナー・クラスではなく Foo.resに書き込まれます）

ojspc -hotloadオプションで有効化されるのは、ホットロードのみであることに注意し
てください。実際にページがホットロードされるわけではありません。 ホットロード機能を
使用するには、追加の配布ステップが必要です。6-58ページの「Oracle8iでのページ実装ク
ラスのホットロード」を参照してください。

ホットロードの概要は、6-20ページの「Oracle8iにホットロードされるクラスの概要」を参
照してください。

Oracle8iへの配布に使用するへの配布に使用するへの配布に使用するへの配布に使用する ojspcのその他の主要機能とオプションのその他の主要機能とオプションのその他の主要機能とオプションのその他の主要機能とオプション
6-26ページの「ojspcのオプションの説明」で詳しく説明したように、ojspcの次のオプ
ションは特に役立ちます。

� -appRoot — デフォルト（ojspcを実行したときのカレント・ディレクトリ）を使用
しない場合に、アプリケーション・ルート・ディレクトリを設定します。

� -noCompile — 変換時にコンパイルしない場合は、このフラグを有効化します。 たとえ
ば、このフラグを有効化するのは、変換済みページを .javaファイルとして Oracle8i
にロードし、コンパイルはサーバー側コンパイラで実行している場合です。 

� -d — ojspcにより生成されたバイナリ・ファイル（.classファイルと Javaリソー
ス・ファイル）が格納されるディレクトリを指定します。 これにより、生成されたファ
イルと Oracle8iにロードする必要のあるファイルの確認が容易になります。 

� -srcdir — ojspcにより生成されたソース・ファイルが格納されるディレクトリを指
定します。 たとえば、-noCompileを有効化し、変換済みページを Oracle8iに .java
ソースとしてロードする場合は、このオプションを -dのかわりに使用すると役立ちま
す。 

� -extres — OracleJSPトランスレータに対して、静的コンテンツをページ実装クラスの
インナー・クラスではなく Javaリソース・ファイルに書き込むように指示します。

� -hotload — OracleJSPトランスレータに対して、静的コンテンツをページ実装クラス
のインナー・クラスではなく Javaリソース・ファイルに書き込み、ページ実装クラス
内でコードを生成し、ホットロードを有効化するように指示します。

� -S — SQLJの JSPページの場合は、-S接頭辞を使用して Oracle SQLJのオプションを指
定します。これらのオプション設定は、ojspcから Oracle SQLJトランスレータに渡さ
れます。
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ojspcの例の例の例の例
次の例は、ojspcの主要オプションの使用方法を示しています。

% ojspc -appRoot /myroot/pagesrc -d /myroot/bin -hotload /myroot/pagesrc/Foo.jsp

この例では、次の処理が実行されます。

� 変換済みページ内のアプリケーション相対の静的 includeディレクティブについて、
アプリケーション・ルートが指定されます。

� ホットロードが有効化され、静的コンテンツ用の Javaリソース・ファイル Foo.resが
生成されます。

� Foo.javaがデフォルトでカレント・ディレクトリに格納されます。 Foo.jspは指定し
たアプリケーション・ルート・ディレクトリにあるため、パッケージはありません。

� インナー・クラス用の Foo.class、Foo.resおよび .classファイルが、
/myroot/binディレクトリに格納されます。

% ojspc -appRoot /myroot/pagesrc -srcdir /myroot/gensrc -noCompile -extres /myroot/pagesrc/Foo.jsp

この例では、次の処理が実行されます。

� 変換済みページ内のアプリケーション相対の静的 includeディレクティブについて、
アプリケーション・ルートが指定されます。

� 静的コンテンツ用の Javaリソース・ファイル Foo.resが生成されます（ホットロード
は有効化されません）。

� Foo.javaが /myroot/gensrcディレクトリに格納されます。 Foo.jspは指定したア
プリケーション・ルート・ディレクトリにあるため、パッケージはありません。

� Foo.javaはコンパイルされません（.classファイルは生成されません）。

� Foo.resがデフォルトでカレント・ディレクトリに格納されます。

% ojspc -appRoot /myroot/pagesrc -d /myroot/bin -extres -S-ser2class true /myroot/pagesrc/Foo.sqljsp

この例では、次の処理が実行されます。

� 変換済みページ内のアプリケーション相対の静的 includeディレクティブについて、
アプリケーション・ルートが指定されます。

� 静的コンテンツ用の Javaリソース・ファイル Foo.resが生成されます（ホットロード
は有効化されません）。

� Foo.sqljおよび Foo.javaがデフォルトでカレント・ディレクトリに格納されます。 
Foo.jspは指定したアプリケーション・ルート・ディレクトリにあるため、パッケー
ジはありません。

� インナー・クラス用の Foo.class、Foo.resおよび .classファイルと、SQLJプロ
ファイル用の .classファイルが、/myroot/binディレクトリに格納されます。 
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（SQLJの -ser2classオプションが設定されていないため、プロファイルは .class
ファイルではなく .ser Javaリソース・ファイル内で生成されます。）

Oracle8iへの変換済みへの変換済みへの変換済みへの変換済み JSPページのロード（ページのロード（ページのロード（ページのロード（loadjava））））
クライアント側での事前変換後に、Oracleの loadjavaツールを使用して、生成された
ファイルを Oracle8iにロードします。 次の 2つの使用例のどちらかを使用できます。

� .classファイルと Javaリソース・ファイル（存在する場合）をロードします。

� 変換時に ojspc -noCompileオプションを使用してから、変換済みの .javaファイル
とリソース・ファイル（存在する場合）をロードします。 .javaファイルは、ロード時
に Oracle8iのサーバー側コンパイラでコンパイルできます。

どちらの場合も、複数のファイルをロードするときには、各ファイルをロード用の JARファ
イルにまとめることをお薦めします。

Oracle8iには、Javaファイルをデータベースにロードするための汎用ツールとして、
loadjavaツールが用意されています。 概要は、6-34ページの「loadjavaツールの概要」を
参照してください。 また、『Oracle8i Java Tools リファレンス』を参照してください。

loadjavaを使用したクラス・ファイルのロードを使用したクラス・ファイルのロードを使用したクラス・ファイルのロードを使用したクラス・ファイルのロード
ojspc -extresまたは -hotloadオプションを有効化し、JSPページ Foo.jspを変換す
ると、次のファイルが生成されます。

� Foo.java

� Foo.class

� Foo$__jsp__StaticText.class

� Foo.res

重要重要重要重要 : 次の 2つの項（「loadjavaを使用したクラス・ファイルのロード」
および「loadjavaを使用したソース・ファイルのロード」）では、次の重
要な考慮事項に注意してください。

� 静的テキストをリソース・ファイルに格納するために -extresまた
は -hotloadオプションを有効化した場合も、ページ実装インナー・
クラスは生成されるため、そのクラスをロードする必要があります。

� Javaコンパイラと同様に、loadjavaではリソースの参照ではなくク
ラスの参照が解決されます。リソース・ファイルを必要なクラスに適
切にロードしてください。リソース・ファイルは、.javaファイルと
同じパッケージに格納する必要があります。
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Foo.javaは無視してもかまいませんが、バイナリ・ファイル（.classおよび .res）は
すべて Oracle8iにロードする必要があります。 通常は、Foo.class、
Foo$__jsp__StaticText.classおよび Foo.resを、Foo.jarのような 1つの JAR
ファイルにまとめて、次のようにロードします（%は UNIXプロンプトとします）。

% loadjava -v -u scott/tiger -r Foo.jar

-u（-user）オプションでは、データベース・スキーマのユーザー名とパスワードを指定し
ます。-r（-resolve）オプションにより、ロードされるクラスが解決されます。 オプショ
ンで、ステータス詳細が出力されるように -v（-verbose）オプションを使用します。

また、次のようにファイルを個別にロードすることもできます。 （構文は運用環境に応じて
異なります。 各例では、%は UNIXプロンプトとします。）

% loadjava -v -u scott/tiger -r Foo*.class Foo.res

または

% loadjava -v -u scott/tiger -r Foo*.*

前述の例では、いずれもデータベース内に次のスキーマ・オブジェクトが作成されます（通
常、知る必要があるのは、ページ実装クラスのスキーマ・オブジェクト名のみです）。

� SCOTT:Fooページ実装クラス・スキーマ・オブジェクト

また、ojspc -packageNameオプションや、ojspcを実行するときのカレント・ディ
レクトリに対する .jspファイルの相対位置によっては、パッケージ情報を追加指定で
きます。 たとえば、-packageNameに "abc.def"を設定すると、Fooクラスのパッ
ケージになるため、SCOTT:abc/def/Fooクラス・スキーマ・オブジェクトが作成さ
れます。

� SCOTT:Foo$__jsp__StaticTextクラス・スキーマ・オブジェクト

パッケージ指定はページ実装クラスと同じです。

� SCOTT:Foo.resリソース・スキーマ・オブジェクト

ロード時には、JARファイル内または loadjavaコマンドラインでのパス指定に基づい
て、パッケージ指定が使用されます。

loadjavaにより生成されるスキーマ・オブジェクトの命名方法の概要は、6-12ページの
「Java用のデータベース・スキーマ・オブジェクト」を参照してください。

注意注意注意注意 : この例で生成される名前として使用しているのは、あくまでも一
例です。 このような実装の詳細は将来のリリースで変更されることがあり
ますが、生成される名前の一部として常にベース名（この例の「Foo」な
ど）が使用されます。
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loadjavaを使用したソース・ファイルのロードを使用したソース・ファイルのロードを使用したソース・ファイルのロードを使用したソース・ファイルのロード
ojspc -noCompileおよび -extresオプションを有効化し、JSPページ Foo.jspを変換
すると、次のファイルが生成されます。

� Foo.java（サーバー側コンパイラでコンパイルするソースとして Oracle8iにロードす
るファイル）

� Foo.res

通常は、Foo.javaおよび Foo.resを Foo.jarのような 1つの JARファイルにまとめて、
次のようにロードします。

% loadjava -v -u scott/tiger -r Foo.jar

loadjava -r（-resolve）オプションを有効化すると、ソース・ファイルはサーバー側
コンパイラにより自動的にコンパイルされ、クラス・スキーマ・オブジェクトが生成されま
す。 -u（-user）オプションでは、データベース・スキーマのユーザー名とパスワードを指
定します。 オプションで、ステータス詳細が出力されるように -v（-verbose）オプション
を使用します。

また、次のようにファイルを個別にロードすることもできます。

% loadjava -v -u scott/tiger -r Foo.java Foo.res

または、次のようにワイルドカードを使用してロードします。

% loadjava -v -u scott/tiger -r Foo.*

前述の例では、いずれもデータベース内に次のスキーマ・オブジェクトが作成されます（通
常、知る必要があるのは、ページ実装クラスのスキーマ・オブジェクト名のみです）。

� SCOTT:Fooソース・スキーマ・オブジェクト

loadjavaでソース・ファイルを Oracle8iにロードすると、サーバー側コンパイラによ
り生成されるクラス・スキーマ・オブジェクトに加えて、ソースがソース・スキーマ・
オブジェクトとして別個に格納されます。

注意注意注意注意 : 事前に変換された SQLJの JSPページをロードする場合は、生成さ
れたプロファイル・ファイルもロードする必要があります。このプロファ
イル・ファイルは、SQLJの -ser2classオプションに応じて .ser Java
リソースファイルまたは .classファイルです。 スキーマ・オブジェクト
の命名は、.serファイルの場合は、.res Javaリソース・ファイルに使
用されるものと同じです。.classファイルの場合は、他の .classファ
イルに使用されるものと同じです。
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� SCOTT:Fooページ実装クラス・スキーマ・オブジェクト

また、ojspc -packageNameオプションや、ojspcを実行したときのカレント・ディ
レクトリに対する .jspファイルの相対位置によっては、Fooのクラスおよびソース・
スキーマ・オブジェクトに関するパッケージ情報を追加指定できます。 たとえば、
-packageNameに「abc.def」を設定すると、Fooクラスのパッケージになるため、
SCOTT:abc/def/Fooクラス・スキーマ・オブジェクトが作成されます。

� SCOTT:Foo$__jsp__StaticTextクラス・スキーマ・オブジェクト

パッケージ指定はページ実装クラスと同じです。

� SCOTT:Foo.resリソース・スキーマ・オブジェクト

ロード時には、JARファイル内または loadjavaコマンドラインでのパス指定に基づい
て、パッケージ指定が使用されます。

loadjavaにより生成されるスキーマ・オブジェクトの命名方法の概要は、6-12ページの
「Java用のデータベース・スキーマ・オブジェクト」を参照してください。

Oracle8iでのページ実装クラスのホットロードでのページ実装クラスのホットロードでのページ実装クラスのホットロードでのページ実装クラスのホットロード
オプションで Oracle8i内で変換済みの JSPページを「ホットロード」するには、セッショ
ン・シェルの javaコマンドを使用して、ページ実装クラス・スキーマ・オブジェクトの
main()メソッドを起動します。 このツールを起動してデータベースに接続する方法は、
6-36ページの「sess_shセッション・シェル・ツールの概要」を参照してください。

変換中に、あらかじめ ojspc -hotloadオプションでホットロードを有効化する必要があ
ります。 -hotloadオプションを使用すると、main()メソッドとホットロード・メソッド
がページ実装クラスに実装されます。 main()メソッドを起動すると、ホットロード・メ
ソッドがコールされ、ページ実装クラスがホットロードされます。

注意注意注意注意 :

� この例で生成される名前として使用しているのは、あくまでも一例で
す。 このような実装の詳細は将来のリリースで変更されることがあり
ますが、生成される名前の一部として常にベース名（この例の「Foo」
など）が使用されます。

� SQLJの JSPページ用に変換済みのソース（.java）をロードする場合
は、生成されたプロファイル・ファイルもロードする必要がありま
す。このプロファイル・ファイルは、SQLJの -ser2classオプショ
ンに応じて .ser Javaリソース・ファイルまたは .classファイルで
す。 スキーマ・オブジェクトの命名は、.serファイルの場合は、
.res Javaリソース・ファイルに使用されるものと同じです。
.classファイルの場合は、他の .classファイルに使用されるもの
と同じです。 （ojspc -noCompileオプションでは、SQLJ変換では
なく Javaコンパイルが禁止されることに注意してください。）
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次に例を示します（$は sess_shのプロンプトです）。

$ java SCOTT:Foo

-hotloadオプションを有効化して変換し、loadjavaで前述の例のように SCOTTスキー
マにロードしたクラスを Fooとすると、このセッション・シェルの javaコマンドでは、
Fooページ実装クラスがホットロードされます。

ホットロードの概要は、6-20ページの「Oracle8iにホットロードされるクラスの概要」を参
照してください。 セッション・シェルの javaコマンドの詳細は、『Oracle8i Java Tools リ
ファレンス』を参照してください。 

Oracle8iでの変換済みでの変換済みでの変換済みでの変換済み JSPページの公開（セッション・シェルのページの公開（セッション・シェルのページの公開（セッション・シェルのページの公開（セッション・シェルの
publishservlet））））

「クライアント側変換を伴う配布」使用例の一部として変換済みページを公開するには、
セッション・シェルの publishservletコマンドを使用します。 このツールを起動して
データベースに接続する方法は、6-36ページの「sess_shセッション・シェル・ツールの概
要」を参照してください。

publishservletコマンドは、OSE内で実行するサーブレットを公開するための汎用コマ
ンドですが、JSPページ実装クラス（実際にはサーブレット）にも適用されます。

publishservletの構文とオプションの概要の構文とオプションの概要の構文とオプションの概要の構文とオプションの概要
sess_shを起動すると、Oracle8iデータベースへの接続が確立されます。 sess_shの起動
後は、セッション・シェルの $プロンプトから publishservletコマンドを実行できま
す。

publishservletコマンドの一般構文は、次のとおりです。

$ publishservlet context servletName className -virtualpath path [-stateless] [-reuse] [-properties props] 

publishservletを使用する場合は、次を指定する必要があります。

1. サーブレット・コンテキスト（前述のコマンドラインでは context）

これは、publishservletに必須です。 次のように、Oracle Servlet Engineのデフォル
トのサーブレット・コンテキストを使用できます。

/webdomains/contexts/default

注意注意注意注意 : publishservletで公開される JSPページは、セッション・シェ
ルの unpublishservletコマンドを使用して「非公開」に（Oracle8i 
JVMの JNDIネームスペースから削除）できます。 6-62ページの
「unpublishservletを使用した JSPページの非公開」を参照してください。
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その結果、コンテキスト・パスは「/」となります。

他のサーブレット・コンテキストを指定すると、そのサーブレット・コンテキストのコ
ンテキスト・パスが使用されます。 

たとえば、次のように作成されたサーブレット・コンテキスト mycontextを指定する
とします。

$ createcontext -virtualpath mywebapp /webdomains mycontext

公開される JSPページのコンテキスト・パスは mywebappとなります。

2. サーブレット名（前述のコマンドラインでは servletName）

これは、publishservletで named_servletsディレクトリ内の JSPページ名を指
定するには必須ですが、JSP開発者やユーザーにとっては非公開以外に実際的な用途は
ありません。 任意の文字列を指定できます。 

3. クラス名（前述のコマンドラインでは className）

これは、公開するページ実装クラス・スキーマ・オブジェクトの名前です。

4. サーブレット・パス（コマンドラインでは「仮想パス」と呼ばれます）

-virtualpathオプションを使用します。 これは JSPページには必須ですが、通常、
サーブレットを公開する場合はオプションです。

コンテキスト・パスとサーブレット・パス（およびホスト名とポート）により、ページを起
動するための URLが決定されます。6-14ページの「Oracle Servlet Engineの URL」を参照
してください。

必須パラメータに加えて、次のいずれかのオプションを指定できます。

� -stateless

これは、Oracle Servlet Engineに対して、JSPページをステートレスにするように指示
するブール・オプションです。JSPページには、実行中に HttpSessionオブジェクト
へのアクセス権を付与しないようにします。

重要重要重要重要 :

� サーブレット・コンテキスト、サーブレット名およびクラス名の前に
は指定構文がないため、コマンドラインでは前述の相互の相対順で指
定する必要があります。 （ただし、どの publishservletオプショ
ンも、これらのパラメータと併用できます。）

� -statelessなどのブール・オプションを有効化するには、コマンド
ラインにオプション名のみを入力します（trueに設定しないでくだ
さい）。
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� -reuse

これは、JSPページの新規サーブレット・パス（「仮想パス」とも呼ばれます）を指定す
るためのブール・オプションです。 このオプションを有効化すると、指定したサーブ
レット・パスが JNDIネームスペース内の指定したサーブレット名にリンクされ、
publishservletは公開プロセス全体を通過しません。

-reuseオプションを有効化する場合は、新規のサーブレット・パス、サーブレット・
コンテキストおよび以前に公開されているサーブレット名を指定します。

� -properties props

このオプションを使用して、実行時に初期化パラメータとして JSPページに渡すプロパ
ティを指定します。

publishservletコマンドの詳細は、『Oracle8i Java Tools リファレンス』を参照してくだ
さい。 

例例例例 : publishservletを使用したを使用したを使用したを使用した JSPページの公開ページの公開ページの公開ページの公開
次の例では、Oracle8iにロードされた JSPページを公開しています（$は sess_shのプロ
ンプトです）。

$ publishservlet /webdomains/contexts/default -virtualpath Foo.jsp FooServlet SCOTT:Foo

例を単純化するために、OSEのデフォルトのサーブレット・コンテキストが指定されている
ため、コンテキスト・パスは「/」となります。 

サーブレット・パスは Foo.jspとなります。 （サーブレット・パスには必要な名前を指定
できますが、元のソース・ファイル名に基づいて命名することをお薦めします。）

FooServletは OSEの named_servletsディレクトリ内のサーブレット名になりますが、
通常、この名前は非公開にする場合以外は使用されません。 

SCOTT:Fooは、公開するページ実装クラス・スキーマ・オブジェクトです。 

前述の publishservletコマンドの後に、エンド・ユーザーは次のようにURLを指定し
て JSPページを起動します。

http://host[:port]/Foo.jsp

このファイルには、次のように（ページ相対構文、次にアプリケーション相対構文を使用し
て）アプリケーション内の別の JSPページから動的にアクセスします。この JSPページは、
Bar.jspとして公開されているとします。

<jsp:include page="Foo.jsp" flush="true" />

または

<jsp:include page="/Foo.jsp" flush="true" />
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unpublishservletを使用したを使用したを使用したを使用した JSPページの非公開ページの非公開ページの非公開ページの非公開
sess_shツールには、サーブレットや JSPページを Oracle8i JVMの JNDIネームスペース
から削除する unpublishservletコマンドも用意されています。 ただし、このコマンドで
は、サーブレット・クラスのスキーマ・オブジェクトやページ実装クラスのスキーマ・オブ
ジェクトは、データベースから削除されません。

コンテキスト、サーブレット・パス（コマンドラインでは「仮想パス」と呼ばれます）と
サーブレット名を指定します。 JSPページを非公開にする一般構文は、次のとおりです。

$ unpublishservlet -virtualpath path context servletName

たとえば、前項で公開したページを非公開にするには、次のコマンドを使用します。

$ unpublishservlet -virtualpath Foo.jsp /webdomains/contexts/default FooServlet

JSP配布に関するその他の考慮事項配布に関するその他の考慮事項配布に関するその他の考慮事項配布に関するその他の考慮事項
データベース内での実行は、特別な考慮とロジスティックを必要とする特殊な状況のため、
この章の大部分では、Oracle Servlet Engineをターゲットとする変換と配布を重点的に説明
しています。

この項では、Oracle Servlet Engineをターゲットとしない場合を中心として、配布に関する
その他の様々な考慮事項と使用例について説明します。

説明するトピックは、次のとおりです。

� Oracle Internet Application Serverと Oracle Servlet Engineのドキュメント・ルートの比
較

� 非 OSE環境向けの事前変換のための ojspcの使用

� 実行なしの一般的な JSP事前変換

� バイナリ・ファイルのみの配布

� WARの配布

� JDeveloperを使用した JSPページの配布

注意注意注意注意 : publishservletコマンドで指定したサーブレット・パスとサー
ブレット名は、Oracle8i JVMの JNDIネームスペースに入力されますが、
通常、JSPユーザーにとって重要なのはサーブレット・パスのみです。 
OSEでは、公開されている JSPページやサーブレットの検索に JNDIが使
用されます。
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Oracle Internet Application Serverとととと Oracle Servlet Engineのドキュメント・のドキュメント・のドキュメント・のドキュメント・
ルートの比較ルートの比較ルートの比較ルートの比較

Oracle Servlet Engineと Oracle Internet Application Serverでは、実際には Apache環境で
ある Oracle HTTP Serverが、HTTP要求のWebサーバーとして使用されます。 ただし、各
環境では独自のドキュメント・ルートが使用されます。 

オラクル社が提供する Apacheの mod_oseモジュールを介してルーティングされ、Oracle 
Servlet Engine内で実行される JSPページとサーブレットでは、関連サーブレット・コンテ
キストの OSEドキュメント・ルートが使用されます。 OSEのドキュメント・ルート・ディ
レクトリはファイル・システムにありますが、Oracle8iの JNDIメカニズムにリンクされて
います。 

OSE内で実行される JSPページの場合、ドキュメント・ルートまたはサブディレクトリにあ
るのは静的ファイルのみなので注意してください。 JSPページはデータベース内にあります。

OSEドキュメント・ルート・ディレクトリは、デフォルトのドキュメント・ルート
$ORACLE_HOME/jis/public_html、またはサーブレット・コンテキストの作成時にセッ
ション・シェルの createcontextコマンドの -docrootオプションで指定したドキュメ
ント・ルートです。

JServに付属の Apache mod_jservモジュールを介してルーティングされ、Oracle Internet 
Application Server（リリース 1.0.x）の Apache/JServ環境で実行される JSPページとサーブ
レットには、Apacheドキュメント・ルートが使用されます。 このドキュメント・ルート
（通常は htdocs）は、Apacheの httpd.conf構成ファイルの DocumentRootコマンドで
設定します。

JServ内で実行される JSPページは、静的ファイルとともにドキュメント・ルートまたはサ
ブディレクトリにあります。

Apache/JServ環境と OSE環境の間で移行する場合は、静的ファイルを該当のドキュメン
ト・ルートに移動またはコピーします。 

注意注意注意注意 : Oracle HTTP Serverとその mod_oseおよび mod_jservモジュー
ルのロールの概要は、2-5ページの「Apacheにより駆動される Oracle 
HTTP Serverのロール」を参照してください。
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非非非非 OSE環境向けの事前変換のための環境向けの事前変換のための環境向けの事前変換のための環境向けの事前変換のための ojspcの使用の使用の使用の使用
通常、Oracleの ojspcツールは、Oracle8iに配布するためのクライアント側 JSP変換に使
用します。このツールの詳細は、6-22ページの「ojspc事前変換ツール」を参照してくださ
い。 ただし、ojspcを使用すると、どの環境でも JSPページを事前変換できます。これは、
ページを初めて実行するときにエンド・ユーザーを変換オーバーヘッドから解放するという
点で役立つ場合があります。

他のターゲット環境で事前変換する場合は、ojspc -dオプションを指定して、生成される
バイナリ・ファイルを配置する適切なベース・ディレクトリを設定します。 

たとえば、次の JSPソース・ファイルを含む Apache/JServ環境があるとします。

htdocs/test/foo.jsp

ユーザーが、次の URLを使用してこのファイルを起動します。

http://host[:port]/test/foo.jsp

実行時のオンデマンド変換中に、OracleJSPトランスレータは、生成されたバイナリ・ファ
イルの格納場所として、ベース・ディレクトリ htdocs/_pagesを使用します。 したがっ
て、事前変換する場合は、次のように、htdocs/_pagesをバイナリ出力のベース・ディレ
クトリとして設定する必要があります（%は UNIXプロンプトとします）。

% cd htdocs
% ojspc -d _pages test/foo.jsp

前述の URLは、アプリケーション相対パス test/foo.jspを指定しているため、実行時に
は OracleJSPコンテナによりバイナリ・ファイルが htdocs/_pagesディレクトリの test
サブディレクトリ内で検索されます。 前述のように ojspcを実行すると、このサブディレク
トリが自動的に作成されます。 実行時には、OracleJSPコンテナにより事前変換済みのバイ
ナリ・ファイルが検索され、事前変換後にソース・ファイルが変更されていなければ、変換
を実行する必要はありません。 （デフォルトでは、ソース・ファイルのタイムスタンプがバ
イナリ・ファイルのタイムスタンプより新しく、ソース・ファイルが使用可能で、
bypass_source構成パラメータが有効化されていなければ、ページが再変換されます。）

実行なしの一般的な実行なしの一般的な実行なしの一般的な実行なしの一般的な JSP事前変換事前変換事前変換事前変換
オンデマンド変換環境では、エンド・ユーザーのブラウザから JSPページを起動するとき
に、jsp_precompile要求パラメータを有効化して、JSP事前変換のみを指定し、実行し
ないようにすることができます。

次に例を示します。

http://host[:port]/foo.jsp?jsp_precompile

詳細は、Sun Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』を参照してくだ
さい。
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バイナリ・ファイルのみの配布バイナリ・ファイルのみの配布バイナリ・ファイルのみの配布バイナリ・ファイルのみの配布
JSPソースが所有権付きの場合は、JSPページを事前変換し、変換およびコンパイル済みの
バイナリ・ファイルのみを配布して、ソースの公開を回避できます。 オンデマンド変換の使
用例の前回の実行で、または ojspcを使用して事前変換済みのページは、OracleJSPコンテ
ナをサポートするどの環境にも配布できます。 この使用例には、次の 2つの側面があります。

� バイナリ・ファイルを適切に配布する必要があります。

� ターゲット環境では、.jsp（または .sqljsp）ソースが使用できない場合にページを
実行するように、OracleJSPを適切に構成する必要があります。

バイナリ・ファイルの配布バイナリ・ファイルの配布バイナリ・ファイルの配布バイナリ・ファイルの配布
JSPページの変換後に、バイナリ出力ディレクトリの下のディレクトリ構造と内容をアーカ
イブし、必要に応じてターゲット環境にコピーします。次に例を示します。

� ojspcで事前変換する場合は、ojspc -dオプションでバイナリ出力ディレクトリを指
定し、そのディレクトリの下のディレクトリ構造をアーカイブする必要があります。

� Apache/JServ（オンデマンド変換）環境で前回の実行中に生成されたバイナリ・ファイ
ルをアーカイブする場合は、出力ディレクトリ構造をアーカイブします。このディレク
トリ構造は、通常は htdocs/_pagesディレクトリにあります。

ターゲット環境では、アーカイブしたディレクトリ構造を、Apache/JServ環境の
htdocs/_pagesディレクトリなど、適切なディレクトリにリストアします。

バイナリ・ファイルのみで実行するためのバイナリ・ファイルのみで実行するためのバイナリ・ファイルのみで実行するためのバイナリ・ファイルのみで実行するための OracleJSPの構成の構成の構成の構成
.jspまたは .sqljspソースを使用できない場合に JSPページを実行するように、
OracleJSPの構成パラメータを次のように設定します。

� bypass_source=true

� developer_mode=false

このように設定しない場合は、OracleJSPでは常に .jspまたは .sqljspファイルが検索さ
れ、最終変更日時がページ実装の .classファイルより新しいかどうかがチェックされ、
.jspまたは .sqljspファイルが見つからない場合は「file not found」エラーを戻して異
常終了します。

前述のパラメータを適切に設定すると、エンド・ユーザーはソース・ファイルが存在する場
合に使用するのと同じ URLを指定してページを起動できます。 たとえば、Apache/JServ環
境で、foo.jspのバイナリ・ファイルが htdocs/_pages/testディレクトリにあれば、
foo.jspが存在しなくても、次の URLを指定してページを起動できます。

http://host:[port]/test/foo.jsp

この構成パラメータの設定方法は、A-23ページの「OracleJSPの構成パラメータ設定」を参
照してください。
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WARの配布の配布の配布の配布
Sun Microsystemsの『Java Servlet Specification, Version 2.2』によれば、同社の
『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』では、JavaServer PagesなどのWebアプリ
ケーションのパッケージ化と配布がサポートされています。

典型的な JSP 1.1実装では、JSPページはWebアーカイブ（WAR）・メカニズムを介して配
布されます。 WARファイルを作成するには、JARユーティリティを使用します。 JSPページ
をソース形式で配信し、他の必須サポート・クラスや静的 HTMLファイルとともに配布で
きます。 

サーブレット 2.2仕様によれば、Webアプリケーションにはディプロイメント・ディスクリ
プタ・ファイル web.xmlが組み込まれており、このファイルにはアプリケーションの JSP
ページや他のコンポーネントに関する情報が含まれています。 WARファイルには、
web.xmlファイルを挿入する必要があります。 

また、サーブレット 2.2仕様では、web.xmlディプロイメント・ディスクリプタ用の XML 
DTDが定義されており、サーブレット・コンテナでWebアプリケーションをディプロイメ
ント・ディスクリプタに準拠するように配布する方法が正確に指定されています。 

これらのロジスティックでは、WARファイルはWebアプリケーションが開発者が意図した
とおり標準的なサーブレット環境に配布されるように保証するには最善の方法です。 

web.xmlディプロイメント・ディスクリプタ内の配布構成には、サーブレット・パスと起
動される JSPページおよびサーブレットとのマッピングが含まれています。 web.xmlでは、
多数の機能の追加指定もできます。たとえば、アプリケーション・モジュールのタイムアウ
ト値、ファイル拡張子からMIMEタイプへのマッピング、エラー・コードから JSPエラー・
ページへのマッピングなどです。

まとめると、WARファイルの内容は次のとおりです。

� web.xmlディプロイメント・ディスクリプタ

� JSPページ

� 必須の JavaBeansおよび他のサポート・クラス

� 必須の静的 HTMLファイル

詳細は、Sun Microsystemsの『Java Servlet Specification, Version 2.2』を参照してくださ
い。
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JDeveloperを使用したを使用したを使用したを使用した JSPページの配布ページの配布ページの配布ページの配布
Oracle JDeveloperリリース 3.1には、JSPアプリケーション専用の配布オプション「Web 
Application to Web Server」が追加されています。

このオプションでは、次を指定する配布プロファイルが生成されます。 

� JSPアプリケーションに必要な Business Components for Java（BC4J）クラスを含む JAR
ファイル

� JSPアプリケーションに必要な静的 HTMLファイル

� Webサーバーへのパス

開発者は、プロファイルの作成と同時にアプリケーションを配布するか、後で使用できるよ
うに保存できます。

注意注意注意注意 : リリース 8.1.7の OracleJSPでは web.xmlの用途が限定的であり、
JSPのタグ・ライブラリ記述子とサーブレットの URLショートカットにの
み使用されます。
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JSPのタグ・ライブラリとのタグ・ライブラリとのタグ・ライブラリとのタグ・ライブラリと Oracleのののの

JMLタグタグタグタグ

この章では、カスタム・タグ・ライブラリと、ベンダーが独自のライブラリを提供し、
OracleJSPでサンプルとして提供される JMLタグ・ライブラリをドキュメント化するときに
使用できる基本的なフレームワークについて説明します。 説明するトピックは、次のとおり
です。

� 標準タグ・ライブラリのフレームワーク

� JSPマークアップ言語（JML）のサンプル・タグ・ライブラリの概要

� JSPマークアップ言語（JML）タグの説明
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標準タグ・ライブラリのフレームワーク
標準タグ・ライブラリのフレームワーク標準タグ・ライブラリのフレームワーク標準タグ・ライブラリのフレームワーク標準タグ・ライブラリのフレームワーク
標準の JavaServer Pagesテクノロジにより、ベンダーはカスタム JSPタグ・ライブラリを作
成できます。 

タグ・ライブラリでは、カスタム・アクションのコレクションを定義します。 タグは、開発
者が JSPページをコーディングするときに手動で直接使用する方法と、Java開発ツールで自
動的に使用する方法があります。 タグ・ライブラリは、様々な JSPコンテナ実装間で移植可
能である必要があります。

タグ・ライブラリと標準的な JavaServer Pagesタグ・ライブラリのフレームワークに関し
て、この章で説明しない情報は、次のドキュメントを参照してください。

� Sun Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』

� 次のWebサイトからダウンロードできる、Sun Microsystemsの
javax.servlet.jsp.tagextパッケージの Javadoc

http://java.sun.com/j2ee/j2sdkee/techdocs/api/javax/servlet/jsp/tagext/package-summary.html

カスタム・タグ・ライブラリの実装の概要カスタム・タグ・ライブラリの実装の概要カスタム・タグ・ライブラリの実装の概要カスタム・タグ・ライブラリの実装の概要
カスタム・タグ・ライブラリは、次の一般書式の taglibディレクティブを使用して JSP
ページにインポートします。

<%@ taglib uri="URI" prefix="prefix" %>

次の点に注意してください。

� ライブラリの各タグは、タグ・ライブラリ記述ファイルで定義します。7-10ページの
「タグ・ライブラリ記述ファイル」を参照してください。 

� taglibディレクティブ内の URIで、タグ・ライブラリ記述ファイルの検索先を指定し
ます。7-12ページの「taglibディレクティブ」を参照してください。 可能であれば、
7-11ページの「タグ・ライブラリ用の web.xmlの使用」で説明するように、URI
ショートカットを使用してください。

� taglibディレクティブ内の接頭辞は、ライブラリ内のいずれかのタグを含む JSPペー
ジに使用するように選択する文字列です。

たとえば、taglibディレクティブで接頭辞 oracustを指定するとします。

注意注意注意注意 : カスタム・タグを使用する場合は、Tomcat 3.1ベータのサーブ
レット（JSP実装）の servlet.jarファイルを使用しないでください。 
javax.servlet.jsp.tagext.TagAttributeInfoクラスのコンスト
ラクタ・シグネチャが変更されており、コンパイル・エラーになります。 
かわりに、OracleJSPまたは本番バージョンの Tomcat 3.1で提供される
servlet.jarファイルを使用してください。
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<%@ taglib uri="URI" prefix="oracust" %>

また、ライブラリにタグ mytagがあるとします。 mytagを次のように使用できます。

<oracust:mytag attr1="...", attr2="..." />

oracust接頭辞を使用して、JSPトランスレータに対し、mytagがタグ・ライブラリ
記述ファイルに定義されており、そのファイルが前述の taglibディレクティブに指定
されている URIで検索できることを通知します。

� タグ・ライブラリ記述ファイル内のタグ・エントリでは、タグで（mytagのように）属
性を使用するかどうかなど、タグの使用方法と、各属性の名前が指定されています。

� タグの意味、つまり、そのタグを使用した結果として発生するアクションは、タグ・ハ
ンドラ・クラスで定義されています。7-4ページの「タグ・ハンドラ」を参照してくだ
さい。 各タグには独自のタグ・ハンドラ・クラスがあり、クラス名はタグ・ライブラリ
記述ファイルに指定されています。

� タグ・ライブラリ記述ファイルは、タグで本体が使用されるかどうかを示します。

前述のように、本体を持たないタグは、次のように使用されます。

<oracust:mytag attr1="...", attr2="..." />

これに対して、本体を持つタグは、次のように使用されます。

<oracust:mytag attr1="...", attr2="..." >
   ...body...
</oracust:mytag>

� 1つのカスタム・タグ・アクションで、タグ自体またはスクリプトレットのような他の
JSPスクリプト要素で使用可能な、1つ以上のサーバー側オブジェクトを作成できます。 
このようなオブジェクトは、スクリプト変数と呼ばれます。 

カスタム・タグで使用されるスクリプト変数の詳細は、Tag-Extra-Infoクラスで定義さ
れています。 7-7ページの「スクリプト変数と Tag-Extra-Infoクラス」を参照してくださ
い。

タグでは、次のような構文でスクリプト変数を作成できます。次の例では、オブジェク
ト myobjを作成しています。

<oracust:mytag id="myobj" attr1="...", attr2="..." />

� ネストしたタグのタグ・ハンドラでは、外部タグのタグ・ハンドラにアクセスできま
す。これは、ネストしたタグの処理や状態を管理するために必要です。 7-9ページの「外
部タグ・ハンドラ・インスタンスへのアクセス」を参照してください。

以降の項では、このトピックで説明した内容について詳しく説明します。
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タグ・ハンドラタグ・ハンドラタグ・ハンドラタグ・ハンドラ
タグ・ハンドラでは、カスタム・タグの使用によって生じるアクションの意味が記述されま
す。 タグ・ハンドラは、開始タグと終了タグで囲まれた文本体をタグで処理するかどうかに
応じて、2つの標準 Javaインタフェースのどちらかを実装する Javaクラスのインスタンス
です。

各タグには独自のハンドラ・クラスがあります。 たとえば、表記規則により、タグ abcのタ
グ・ハンドラ・クラス名は AbcTagとなります。

タグ・ライブラリのタグ・ライブラリ記述（TLD）ファイルでは、ライブラリ内のタグごと
にタグ・ハンドラ・クラスの名前が指定されます。 （7-10ページの「タグ・ライブラリ記述
ファイル」を参照してください。） 

タグ・ハンドラ・インスタンスは、要求時に使用されるサーバー側オブジェクトです。この
タグ・ハンドラ・インスタンスには JSPコンテナで設定されるプロパティがあります。この
プロパティには、カスタム・タグを使用する JSPページのページ・コンテキスト・オブジェ
クトや、このカスタム・タグの使用を外部カスタム・タグ内でネストする場合の親タグ・ハ
ンドラなどがあります。

タグ・ハンドラ・クラスのサンプル・コードは、7-14ページの「サンプル・タグ・ハンド
ラ・クラス : ExampleLoopTag.java」を参照してください。

カスタム・タグの本体の処理カスタム・タグの本体の処理カスタム・タグの本体の処理カスタム・タグの本体の処理
標準 JSPタグと同様に、カスタム・タグには本体があってもなくてもかまいません。 また、
カスタム・タグの場合は、本体があっても、タグ・ハンドラによる特殊な処理は必要ありま
せん。 

次の 3つの場合があります。

� 本体がない場合

この場合は、開始タグと終了タグがある場合と異なりタグは 1つしかありません。 次に
一般的な例を示します。

<oracust:abcdef attr1="...", attr2="..." />

注意注意注意注意 : Sun Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』
では、JSPページ内で同じカスタム・タグを複数回使用する場合に、同じ
タグ・ハンドラ・インスタンスを使用する必要があるかどうかは強制され
ていません。この実装の詳細は、JSPベンダーの裁量に委ねられています。 
OracleJSPでは、タグの使用ごとに別個のタグ・ハンドラ・インスタンス
を使用しています。
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� タグ・ハンドラによる特殊な処理を必要としない本体がある場合

この場合は、文の本体が開始タグと終了タグで囲まれていますが、タグ・ハンドラで本
体を処理する必要はなく、本体の文に対して通常の JSP処理のみが行われます。 次に一
般的な例を示します。

<foo:if cond="<%= ... %>" >
...body executed if cond is true, but not processed by tag handler...
</foo:if>

� タグ・ハンドラによる特殊な処理を必要とする本体がある場合

この場合も、文の本体が開始タグと終了タグで囲まれています。ただし、タグ・ハンド
ラで本体を処理する必要があります。

<oracust:ghijkl attr1="...", attr2="..." >
...body processed by tag handler...
</oracust:ghijkl>

本体処理のための整定数本体処理のための整定数本体処理のための整定数本体処理のための整定数
以降の項で後述するタグ処理インタフェースは、doStartTag()メソッド（後述）を指定
します。このメソッドは、状況に応じて適切な整定数を戻すように実装する必要がありま
す。 可能な戻り値は、次のとおりです。

� SKIP_BODY。本体がない場合、または本体の評価と実行をスキップする必要がある場
合の戻り値です。

� EVAL_BODY_INCLUDE。タグ・ハンドラによる特殊な処理を必要としない本体がある場
合の戻り値です。

� EVAL_BODY_TAG。タグ・ハンドラによる特殊な処理を必要とする本体がある場合の戻
り値です。

本体を処理しないタグのハンドラ本体を処理しないタグのハンドラ本体を処理しないタグのハンドラ本体を処理しないタグのハンドラ
本体を持たない、またはタグ・ハンドラによる特殊な処理を必要としない本体を持つカスタ
ム・タグの場合は、タグ・ハンドラ・クラスにより次の標準インタフェースが実装されま
す。

� javax.servlet.jsp.tagext.Tag

次の標準サポート・クラスでは、Tagインタフェースが実装され、ベース・クラスとして使
用できます。

� javax.servlet.jsp.tagext.TagSupport

Tagインタフェースは、doStartTag()メソッドと doEndTag()メソッドを指定します。 
タグ開発者は、開始タグと終了タグのそれぞれの検出時にこの 2つのメソッドが実行される
よう、タグ・ハンドラ・クラス内でこれらのメソッドを適宜コーディングします。 アクショ
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ン・タグで実行するアクションの処理は、すべて doStartTag()メソッド内で実装されま
す。 doEndTag()メソッドでは、適切な後処理が実装されます。 本体を持たないタグの場合、
この 2つのメソッドの実行間では実際にはなにも発生しません。

doStartTag()メソッドは整数値を戻します。 Tagインタフェースを（直接または間接的
に）実装するタグ・ハンドラ・クラスの場合、この値は SKIP_BODYまたは
EVAL_BODY_INCLUDEである必要があります（7-5ページの「本体処理のための整定数」を
参照）。 EVAL_BODY_TAGは、Tagインタフェースを実装するタグ・ハンドラ・クラスでは
無効です。 

本体を処理するタグのハンドラ本体を処理するタグのハンドラ本体を処理するタグのハンドラ本体を処理するタグのハンドラ
タグ・ハンドラによる特殊な処理が必要な本体を持つカスタム・タグの場合は、タグ・ハン
ドラ・クラスにより次の標準インタフェースが実装されます。

� javax.servlet.jsp.tagext.BodyTag

次の標準サポート・クラスでは、BodyTagインタフェースが実装され、ベース・クラスと
して使用できます。

� javax.servlet.jsp.tagext.BodyTagSupport

BodyTagインタフェースは、Tagインタフェースで指定された doStartTag()および
doEndTag()メソッドに加えて、doInitBody()メソッドと doAfterBody()メソッドを
指定します。 

Tagインタフェースを実装するタグ・ハンドラ（前述の「本体を処理しないタグのハンド
ラ」を参照）と同様に、タグ開発者はタグによるアクション処理用の doStartTag()メ
ソッドと、後処理用の doEndTag()メソッドを実装します。

doStartTag()メソッドは整数値を戻します。 BodyTagインタフェースを（直接または間
接的に）実装するタグ・ハンドラ・クラスの場合、この値は SKIP_BODYまたは
EVAL_BODY_TAGである必要があります（7-5ページの「本体処理のための整定数」を参照
してください）。 EVAL_BODY_INCLUDEは、BodyTagインタフェースを実装するタグ・ハン
ドラ・クラスでは無効です。 

タグ開発者は、doStartTag()および doEndTag()メソッドを実装するのみでなく、必要
に応じて、本体の評価前にコールする doInitBody()メソッドと、本体が評価されるたび
にコールする doAfterBody()メソッドをコーディングします。 （本体は、ループの反復が
終了するたびなど、複数回評価できます。）

doStartTag()メソッドの実行後に EVAL_BODY_TAGが戻された場合は、doInitBody()
および doAfterBody()メソッドが実行されます。

doEndTag()メソッドは、本体処理後に終了タグが検出されると実行されます。

本体を処理する必要があるカスタム・タグの場合は、
javax.servlet.jsp.tagext.BodyContentクラスを使用できます。 これは、本体評価
を後から再抽出できるように処理する際に使用できる、javax.servlet.jsp.JspWriter
のサブクラスです。 BodyTagインタフェースには setBodyContent()メソッドが含まれて
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います。JSPコンテナはこのメソッドを使用して、タグ・ハンドラ・インスタンスに
BodyContentハンドルを渡すことができます。

スクリプト変数とスクリプト変数とスクリプト変数とスクリプト変数と Tag-Extra-Infoクラスクラスクラスクラス
1つのカスタム・タグ・アクションで、スクリプト変数と呼ばれる 1つ以上のサーバー側オ
ブジェクトを作成できます。このオブジェクトは、タグ自体、またはスクリプトレットや他
のタグなどの他のスクリプト要素で使用できます。 

カスタム・タグで定義するスクリプト変数の詳細は、標準の
javax.servlet.jsp.tagext.TagExtraInfo抽象クラスのサブクラスで指定する必要
があります。 このマニュアルでは、このようなサブクラスを Tag-Extra-Infoクラスと呼びま
す。 

JSPコンテナでは、Tag-Extra-Infoインスタンスが変換中に使用されます。 （ライブラリを
JSPページにインポートする taglibディレクティブで指定されたタグ・ライブラリ記述
ファイルでは、該当する場合に特定のタグに使用する Tag-Extra-Infoクラスを指定します。）

Tag-Extra-Infoクラスには、HTTP要求時に割り当てられるスクリプト変数の名前と型を取
得する getVariableInfo()メソッドがあります。 JSPトランスレータは、変換中にこのメ
ソッドをコールし、標準 javax.servlet.jsp.tagext.TagDataクラスのインスタンス
に渡します。TagDataインスタンスは、カスタム・タグを使用する JSP文で属性値セット
を指定します。

この項で説明するトピックは、次のとおりです。

� スクリプト変数の定義

� スクリプト変数の有効範囲

� Tag-Extra-Infoクラスと getVariableInfo()メソッド

スクリプト変数の定義スクリプト変数の定義スクリプト変数の定義スクリプト変数の定義
カスタム・タグで明示的に定義されているオブジェクトは、オブジェクト IDをハンドルと
して使用し、ページ・コンテキスト・オブジェクトを介して他のアクション内で参照できま
す。 次に例を示します。

<oracust:foo id="myobj" attr1="..." attr2="..." />

この文では、オブジェクト myobjが、タグからページの終わりまでのすべてのスクリプト
要素で使用可能になります。 id属性は変換時属性です。 タグ開発者は、JSPコンテナで使用
される Tag-Extra-Infoクラスを提供します。 特に、Tag-Extra-Infoクラスでは、myobjオブ
ジェクト用にインスタンス化するクラスを指定します。

myobjは JSPコンテナによりページ・コンテキスト・オブジェクトに挿入され、後から次の
ような構文を使用して他のタグやスクリプト要素で取得できます。

<oracust:bar ref="myobj" />
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myobjオブジェクトは、fooおよび barのタグ・ハンドラ・インスタンスを介して渡され
ます。 知る必要があるのは、オブジェクト名（myobj）のみです。

スクリプト変数の有効範囲スクリプト変数の有効範囲スクリプト変数の有効範囲スクリプト変数の有効範囲
スクリプト変数の有効範囲は、その変数を作成するタグの Tag-Extra-Infoクラスで指定しま
す。 次の整定数の 1つを使用できます。

� NESTED — スクリプト変数が、定義された開始タグと終了タグの間で使用可能な場合

� AT_BEGIN — スクリプト変数が、開始タグからページの終わりまでの範囲内で使用可能
な場合

� AT_END — スクリプト変数が、終了タグからページの終わりまでの範囲内で使用可能な
場合

Tag-Extra-Info クラスとクラスとクラスとクラスと getVariableInfo()メソッドメソッドメソッドメソッド
スクリプト変数を作成するすべてのカスタム・タグ用に、Tag-Extra-Infoクラスを作成する
必要があります。 このクラスはスクリプト変数を記述し、標準の
javax.servlet.jsp.tagext.TagExtraInfo抽象クラスのサブクラスにする必要があ
ります。

TagExtraInfoクラスの主要メソッドは getVariableInfo()です。このメソッドは、
JSPトランスレータによりコールされ、標準
javax.servlet.jsp.tagext.VariableInfoクラスのインスタンスの配列（タグによ
り作成されるスクリプト変数ごとに 1つの配列インスタンス）を戻します。

Tag-Extra-Infoクラスでは、スクリプト変数に関する次の情報を使用して、各
VariableInfoインスタンスが構築されます。

� 名前

� Javaの型

� 新規に宣言される変数かどうかを示すブール

� 有効範囲

重要重要重要重要 : idと refは単なるサンプル属性名で、これらの属性には事前定義
済みの特別な意味はないことに注意してください。属性名を定義し、ペー
ジ・コンテキストでオブジェクトを作成および取得するのは、 タグ・ハン
ドラで実行します。
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Tag-Extra-Infoクラスのサンプル・コードは、7-15ページの「サンプル Tag-Extra-Infoクラ
ス : ExampleLoopTagTEI.java」を参照してください。

外部タグ・ハンドラ・インスタンスへのアクセス外部タグ・ハンドラ・インスタンスへのアクセス外部タグ・ハンドラ・インスタンスへのアクセス外部タグ・ハンドラ・インスタンスへのアクセス
ネストしたカスタム・タグが使用される場合、ネストしたタグのタグ・ハンドラ・インスタ
ンスは外部タグのタグ・ハンドラ・インスタンスへのアクセス権を持ちます。これは、ネス
トしたタグにより実行される処理と状態管理に役立つ場合があります。

この機能は、javax.servlet.jsp.tagext.TagSupportクラスの静的
findAncestorWithClass()メソッドを介してサポートされます。外部タグ・ハンドラ・
インスタンスがページ・コンテキスト・オブジェクト内で指定されていなくても、特定のタ
グ・ハンドラ・クラスの外側にある最も近いインスタンスであるためアクセス可能です。

たとえば、次の JSPコードがあるとします。

<foo:bar1 attr="abc" >
   <foo:bar2 />
</foo:bar1>

bar2タグ・ハンドラ・クラス（表記規則によりクラスの Bar2Tag）のコード内では、次の
ような文を使用できます。

Tag bar1tag = TagSupport.findAncestorWithClass(this, Bar1Tag.class);

findAncestorWithClass()メソッドは、次の入力を取ります。

� findAncestorWithClass()のコール元となったクラス・ハンドラ・インスタンス
（この例では Bar2Tagインスタンス）である thisオブジェクト

� java.lang.Classインスタンスとしての、bar1タグ・ハンドラ・クラスの名前（こ
の例では Bar1Tag）

findAncestorWithClass()メソッドは、該当するタグ・ハンドラ・クラスのインスタン
ス（この例では Bar1Tag）を、javax.servlet.jsp.tagext.Tagインスタンスとして
戻します。

Bar2Tagに bar1タグ属性の値が必要な場合や、Bar1Tagインスタンス上でメソッドを
コールする必要がある場合に Bar2Tagインスタンスに外部 Bar1Tagインスタンスへのア
クセス権があると役立ちます。

重要重要重要重要 : getVariableInfo()メソッドは、スクリプト変数の Javaの型
について、JMLデータ型などの完全修飾クラス名を戻す必要があります。 
（プリミティブ型はサポートされないため注意してください。）
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タグ・ライブラリ記述ファイルタグ・ライブラリ記述ファイルタグ・ライブラリ記述ファイルタグ・ライブラリ記述ファイル
タグ・ライブラリ記述（TLD）ファイルは、タグ・ライブラリとライブラリ内の個々のタグ
に関する情報を含む XMLドキュメントです。 TLDファイル名には、.tld拡張子が付いて
います。

JSPコンテナでは、TLDファイルを使用して、ライブラリからのタグが発生したときに実行
するアクションが決定されます。 

TLDファイル内のタグ・エントリは、次のとおりです。

� カスタム・タグ名

� 対応するタグ・ハンドラ・クラスの名前

� 対応する Tag-Extra-Infoクラスの名前（該当する場合）

� タグ本体（存在する場合）の処理方法を示す情報

� タグの属性情報（カスタム・タグを使用する場合に指定する属性）

次のサンプルは、タグ myactionの TLDファイル・エントリを示しています。

<tag>
  <name>myaction</name>
  <tagclass>examples.MyactionTag</tagclass>
  <teiclass>examples.MyactionTagExtraInfo</teiclass>
  <bodycontent>JSP</bodycontent>
  <info>
      Perform a server-side action (one mandatory attr; one optional)
  </info>
  <attribute>
    <name>attr1</name>
    <required>true</required>
  </attribute>
  <attribute>
    <name>attr2</name>
    <required>false</required>
  </attribute>
</tag>

このエントリによれば、タグ・ハンドラ・クラスは MyactionTagで、Tag-Extra-Infoクラ
スは MyactionTagExtraInfoです。 属性 attr1は必須で、属性 attr2はオプションで
す。

bodycontentパラメータは、タグ本体（存在する場合）の処理方法を示します。 有効な値
は、次の 3つです。

� 値 emptyは、タグで本体を使用しないことを示します。

� 値 JSPは、タグ本体を JSPソースとして処理し、変換する必要があることを示します。
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� 値 tagdependentは、タグ本体を変換しないことを示します。 本体に含まれるテキスト
は、すべて静的テキストとして処理されます。

JSPページの taglibディレクティブは、JSPコンテナに対して TLDファイルの検索場所を
示します。 （7-12ページの「taglibディレクティブ」を参照してください。）

タグ・ライブラリ記述ファイルの詳細は、Sun Microsystemsの『JavaServer Pages 
Specification, Version 1.1』を参照してください。

タグ・ライブラリ用のタグ・ライブラリ用のタグ・ライブラリ用のタグ・ライブラリ用の web.xmlの使用の使用の使用の使用
Sun Microsystemsの『Java Servlet Specification, Version 2.2』では、サーブレット用の標準
ディプロイメント・ディスクリプタ、web.xmlファイルを説明しています。JSPページは、
このファイルを使用して、JSPタグ・ライブラリ記述ファイルの位置を指定できます。

JSPタグ・ライブラリの場合、web.xmlファイルには taglib要素と次の 2つの副要素を挿
入できます。 

� taglib-uri

� taglib-location

taglib-location副要素は、タグ・ライブラリ記述ファイルのアプリケーション相対位置
（「/」で始まる位置）を示します。

taglib-uri副要素は、JSPページの taglibディレクティブで使用される「ショートカッ
ト」URIを示します。この URIは、添付の taglib-location副要素で指定された TLD
ファイル位置にマップされます。 URI（universal resource indicator）という用語は URL
（universal resource locator）という用語とほぼ同じ意味ですが、より汎用的です。

次のサンプルは、タグ・ライブラリ記述ファイルの web.xmlエントリを示しています。

<taglib>
   <taglib-uri>/oracustomtags</taglib-uri>

注意注意注意注意 : Tomcat 3.1のサーブレット /JSP実装では、タグ自体（JSPページ
内）に本体がないと、TLDファイルでそのタグの bodycontentパラ
メータは読み込まれません。 したがって、TLDファイル内に意図せずに無
効な bodycontent値が生じる可能性があります（emptyではなく none
など）。 このファイルを OracleJSPのような他の JSP環境で使用すると、エ
ラーになります。

重要重要重要重要 : JSPアプリケーションで web.xmlファイルが使用される場合は、
そのアプリケーションとともに web.xmlを配布する必要があります。 こ
のファイルは Javaリソース・ファイルとして処理してください。
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   <taglib-location>/WEB-INF/oracustomtags/tlds/MyTLD.tld</taglib-location>
</taglib>

これにより、/oracustomtagsは、JSPページの taglibディレクティブ内の
/WEB-INF/oracustomtags/tlds/MyTLD.tldと等価になります。 例については、7-12
ページの「TLDファイルのショートカット URIの使用」を参照してください。

web.xmlディプロイメント・ディスクリプタおよびタグ・ライブラリ記述ファイルでのそ
の使用方法の詳細は、Sun Microsystemsの『Java Servlet Specification, Version 2.2』および
『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』を参照してください。

taglibディレクティブディレクティブディレクティブディレクティブ
カスタム・ライブラリを JSPページにインポートするには、次の書式で taglibディレク
ティブを使用します。

<%@ taglib uri="URI" prefix="prefix" %>

URIには、次のオプションがあります。

� web.xmlファイルで定義されているショートカット URIを指定します（7-11ページの
「タグ・ライブラリ用の web.xmlの使用」を参照してください）。

� タグ・ライブラリ記述（TLD）ファイル名と位置を完全に指定します。 

TLDファイルのショートカットファイルのショートカットファイルのショートカットファイルのショートカット URIの使用の使用の使用の使用
タグ・ライブラリ記述ファイル MyTLD.tld内で、タグ・ライブラリに関して次の
web.xmlエントリが定義されているとします。

<taglib>
   <taglib-uri>/oracustomtags</taglib-uri>
   <taglib-location>/WEB-INF/oracustomtags/tlds/MyTLD.tld</taglib-location>
</taglib>

注意注意注意注意 :

� Tomcat 3.1のサーブレット（JSP実装）からのサンプル web.xmlファ
イルは使用しないでください。 標準 DTD XML検証にパスしない新規
要素が生じます。

� web.xmlファイル内では、用語「uri」のかわりに「urn」を使用しな
いでください。「urn」の使用が許容されている JSP実装（Tomcat 3.1
など）もありますが、「urn」を使用すると標準 DTD XML検証にパス
しなくなります。
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この例では、JSPページ内の次のディレクティブにより、JSPコンテナでは web.xml内で
/oracustomtags  URIが検索されるため、タグ・ライブラリ記述ファイル（MyTLD.tld）
の添付名と位置が検索されます。

<%@ taglib uri="/oracustomtags" prefix="oracust" %>

この文では、このカスタム・タグ・ライブラリの任意のタグを JSPページに使用できます。

TLDファイル名と位置の完全指定ファイル名と位置の完全指定ファイル名と位置の完全指定ファイル名と位置の完全指定
タグ・ライブラリの使用に関して JSPアプリケーションを web.xmlファイルに依存させな
い場合は、次のように taglibディレクティブでタグ・ライブラリ記述ファイル名および位
置を完全に指定できます。

<%@ taglib uri="/WEB-INF/oracustomtags/tlds/MyTLD.tld" prefix="oracust" %>

位置は、アプリケーション相対位置として（この例のように先頭に「/」を付けて）指定し
ます。 関連情報については、1-7ページの「JSPページの要求」を参照してください。

または、taglibディレクティブで .tldファイルのかわりに .jarファイルを指定できま
す。この場合、.jarファイルにはタグ・ライブラリ記述ファイルが含まれています。 タグ・
ライブラリ記述ファイルの位置と名前は、JARファイルの作成時に次のように指定する必要
があります。

META-INF/taglib.tld

これにより、次のような taglibディレクティブを使用できます。

<%@ taglib uri="/WEB-INF/oracustomtags/tlds/MyTLD.jar" prefix="oracust" %>

全体の例全体の例全体の例全体の例 : カスタム・タグの定義と使用カスタム・タグの定義と使用カスタム・タグの定義と使用カスタム・タグの定義と使用
この項では、タグ本体を指定した回数だけ反復するために使用するカスタム・タグ loopの
定義と使用に関する全体的な例を示します。

例に含まれる要素は、次のとおりです。

� タグを使用するページの JSPソース

� タグ・ハンドラ・クラスのソース・コード

� Tag-Extra-Infoクラスのソース・コード

� タグ・ライブラリ記述ファイル
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サンプルサンプルサンプルサンプル JSPページページページページ : exampletag.jsp
次のサンプルは、loopタグを使用する JSPページを示しており、外部ループを 5回、内部
ループを 3回実行するように指定しています。

examplestag.jsp
<%@ taglib prefix="foo" uri="/WEB-INF/exampletag.tld" %>
<% int num=5; %>
<br>
<pre>
<foo:loop index="i" count="<%=num%>">
body1here: i expr: <%=i%> i property: <jsp:getProperty name="i" property="value" /> 
  <foo:loop index="j" count="3">
  body2here: j expr: <%=j%> 
  i property: <jsp:getProperty name="i" property="value" />
  j property: <jsp:getProperty name="j" property="value" /> 
  </foo:loop>
</foo:loop>
</pre>

サンプル・タグ・ハンドラ・クラスサンプル・タグ・ハンドラ・クラスサンプル・タグ・ハンドラ・クラスサンプル・タグ・ハンドラ・クラス : ExampleLoopTag.java
次の例は、タグ・ハンドラ・クラス ExampleLoopTagのソース・コードを示しています。 
次の点に注意してください。

� doStartTag()メソッドは整定数 EVAL_BODY_TAGを戻すため、タグ本体（実際には
ループ）が処理されます。

� ループが実行されるたびに、doAfterBody()メソッドによりカウンタ値が増分されま
す。 まだ反復回数が残っている場合は EVAL_BODY_TAGが戻され、最後の反復後は
SKIP_BODYが戻されます。

package examples;

import javax.servlet.jsp.*;
import javax.servlet.jsp.tagext.*;
import java.util.Hashtable;
import java.io.Writer;
import java.io.IOException;
import oracle.jsp.jml.JmlNumber;

public class ExampleLoopTag 
    extends BodyTagSupport
{
    
    String index;
    int count;
    int i=0;
    JmlNumber ib=new JmlNumber();
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    public void setIndex(String index)
    {
      this.index=index;
    }
    public void setCount(String count)
    {
      this.count=Integer.parseInt(count);
    }

    public int doStartTag() throws JspException {
        return EVAL_BODY_TAG;
    }

    public void doInitBody() throws JspException {
        pageContext.setAttribute(index, ib);
        i++;
        ib.setValue(i);
    }
    
    public int doAfterBody() throws JspException {
        try {
            if (i >= count) {
                bodyContent.writeOut(bodyContent.getEnclosingWriter());
                return SKIP_BODY;
            } else
                pageContext.setAttribute(index, ib);
            i++;
            ib.setValue(i);
            return EVAL_BODY_TAG;
        } catch (IOException ex) {
            throw new JspTagException(ex.toString());
        }
    }
}

サンプルサンプルサンプルサンプル Tag-Extra-Infoクラスクラスクラスクラス : ExampleLoopTagTEI.java
次の例は、loopタグで使用されるスクリプト変数を記述する Tag-Extra-Infoクラスのソー
ス・コードを示しています。

VariableInfoインスタンスは、次の変数情報を指定するように構築されます。

� 変数名は、index属性に従って使用されます。

� 変数は oracle.jsp.jml.JmlNumber型です（これは、完全修飾クラス名として指定
する必要があります）。
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� 変数は新規に宣言されます。

� 変数の有効範囲は NESTEDです。

また、Tag-Extra-Infoクラスには、カウント属性が有効かどうか（必ず整数）を判断する
isValid()メソッドがあります。

package examples;

import javax.servlet.jsp.tagext.*;

public class ExampleLoopTagTEI extends TagExtraInfo {
    public VariableInfo[] getVariableInfo(TagData data) {
        return new VariableInfo[] 
            {
                new VariableInfo(data.getAttributeString("index"),
                                 "oracle.jsp.jml.JmlNumber",
                                 true,
                                 VariableInfo.NESTED)
            };
    }

    public boolean isValid(TagData data)
    {
      String countStr=data.getAttributeString("count");
      if (countStr!=null)   // for request time case
      {
        try {
          int count=Integer.parseInt(countStr);
        }
        catch (NumberFormatException e)
        {
          return false;
        }
      }
      return true;
    }
}
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サンプル・タグ・ライブラリ記述ファイルサンプル・タグ・ライブラリ記述ファイルサンプル・タグ・ライブラリ記述ファイルサンプル・タグ・ライブラリ記述ファイル : exampletag.tld
次の例は、タグ・ライブラリのタグ・ライブラリ記述（TLD）ファイルを示しています。 こ
の例では、ライブラリは単一のタグ loopのみで構成されています。

この TLDファイルでは、loopタグに関して次が指定されています。

� examples.ExampleLoopTagはタグ・ハンドラ・クラスです。

� examples.ExampleLoopTagTEIは Tag-Extra-Infoクラスです。

� bodycontent仕様部は JSPで、JSPトランスレータで本体コードを処理して変換する
必要があることを意味します。

� 2つの属性 indexおよび countがあり、どちらも必須です。 count属性には、要求時
JSP式を使用できます。

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE taglib
        PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD JSP Tag Library 1.1//EN"
        "http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-jsptaglibrary_1_1.dtd">

<!-- a tab library descriptor -->

<taglib>
  <!-- after this the default space is
        "http://java.sun.com/j2ee/dtds/jsptaglibrary_1_2.dtd"
   -->

  <tlibversion>1.0</tlibversion>
  <jspversion>1.1</jspversion>
  <shortname>simple</shortname>
<!--
  there should be no <urn></urn> here
-->
  <info>
        A simple tab library for the examples
  </info>

  <!-- example tag -->
  <!-- for loop -->
  <tag>
    <name>loop</name>
    <tagclass>examples.ExampleLoopTag</tagclass>
    <teiclass>examples.ExampleLoopTagTEI</teiclass>
    <bodycontent>JSP</bodycontent>
    <info>for loop</info>
    <attribute>
        <name>index</name>
        <required>true</required>
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    </attribute>
    <attribute>
        <name>count</name>
        <required>true</required>
        <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
    </attribute>
  </tag>

</taglib>

JSPマークアップ言語（マークアップ言語（マークアップ言語（マークアップ言語（JML）のサンプル・タグ・ライブラリ）のサンプル・タグ・ライブラリ）のサンプル・タグ・ライブラリ）のサンプル・タグ・ライブラリ
の概要の概要の概要の概要

OracleJSPには JSPマークアップ言語（JML）のサンプル・タグ・ライブラリが用意されて
おり、どの標準 JSP環境にも移植可能です。 他の標準タグ・ライブラリの場合と同様に、
JMLタグは標準の JSPスクリプトと完全に互換し、すべての JSPページで使用できます。 

JMLタグの多くは、Javaをよく理解していない JSP開発者のために、コードの構文を簡素化
することを意図しています。 XML変換用（第 5章を参照）、Beanのバインドおよび一般ユー
ティリティ用のタグもあります。

説明するトピックは、次のとおりです。

� JMLタグ・ライブラリの原理

� JMLタグのカテゴリ

� JMLのタグ・ライブラリ記述ファイルと taglibディレクティブ

JMLタグを使用する場合は、次の要件に注意してください。

� ファイル ojsputil.jarをインストールし、CLASSPATHに含めます。 このファイル
は、OracleJSPのインストール時に提供されます。

� タグ・ライブラリ記述ファイル jml.tldがアプリケーションとともに配布され、JSP
ページの taglibディレクティブで指定した場所に格納されていることを確認します。 
7-20ページの「JMLのタグ・ライブラリ記述ファイルと taglibディレクティブ」を参照
してください。
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JMLタグ・ライブラリの原理タグ・ライブラリの原理タグ・ライブラリの原理タグ・ライブラリの原理
JavaServer Pagesのテクノロジは、主に Javaプログラミングの技能を持つ開発者と、主に静
的コンテンツ、特に HTMLの設計技能を持ち、スクリプトの作成経験が限られている開発
者という、2種類のユーザーを対象としています。

JMLタグ・ライブラリは、Javaの知識の有無を問わず、ほとんどのWeb開発者がプログラ
ムのフロー制御機能を駆使して JSPアプリケーションを作成できるように設計されていま
す。 

このモデルでは、Java開発者により別個に開発される JavaBeansにビジネス・ロジックが含
まれているものとします。

JMLタグのカテゴリタグのカテゴリタグのカテゴリタグのカテゴリ
JMLタグ・ライブラリは、広範囲の機能セットに対応しています。 表 7-1は、主要な機能カ
テゴリの概要を示しています。

注意注意注意注意 :

� OracleJSPには、SQL機能用のタグ・ライブラリも用意されています。 
5-22ページの「OracleJSPの SQL用タグ・ライブラリ」を参照してく
ださい。

� リリース 1.1.0.0.0以前の OracleJSPと JSP 1.1仕様のリリースでは、
OracleJSPでは JMLタグは Oracleの拡張機能としてのみサポートさ
れていました。 （タグ・ライブラリのフレームワークは、JSP 1.1で
JavaServer Pages仕様に追加されました。） これらのリリースの場合、
Oracle固有の JMLタグの処理は、OracleJSPトランスレータに組み込
まれていました。 この機能は「コンパイル時 JMLサポート」と呼ばれ
ます。付録 C「コンパイル時 JMLタグ・サポート」を参照してくだ
さい。

表表表表 7-1 JML タグの機能のカテゴリタグの機能のカテゴリタグの機能のカテゴリタグの機能のカテゴリ 

タグのカテゴリタグのカテゴリタグのカテゴリタグのカテゴリ タグタグタグタグ 機能機能機能機能

Beanバインド・タグ useVariable
useForm
useCookie
remove

この種のタグでは、JavaBeansを指定
の JSP有効範囲で宣言するか、宣言
を解除します。 7-28ページの「Bean
バインド・タグの説明」を参照して
ください。
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JMLのタグ・ライブラリ記述ファイルとのタグ・ライブラリ記述ファイルとのタグ・ライブラリ記述ファイルとのタグ・ライブラリ記述ファイルと taglibディレクティブディレクティブディレクティブディレクティブ
JSP 1.1仕様に準拠するタグ・ライブラリと同様に、JMLライブラリのタグは XML形式のタ
グ・ライブラリ記述（TLD）ファイルに指定されています。 

この TLDファイルは、OracleJSPのサンプル・アプリケーションとともに提供されます。 こ
のファイルは、JMLタグを使用する JSPアプリケーションとともに配布し、JMLタグを使用
するページの taglibディレクティブで指定する必要があります。

JMLのののの taglibディレクティブディレクティブディレクティブディレクティブ
JMLタグを使用する JSPページでは、ファイル位置を識別する標準 URI（universal resource 
indicator）を指定する TLDファイルを taglibディレクティブ内で指定する必要がありま
す。 通常、URI構文は次のようにアプリケーション相対です。

<%@ taglib uri="/WEB-INF/jml.tld" prefix="jml" %>

また、この例のように TLDファイルへのフルパスを使用するかわりに、web.xmlファイル
内で URIのショートカットを指定し、そのショートカットを taglibディレクティブで使
用できます。 7-11ページの「タグ・ライブラリ用の web.xmlの使用」を参照してください。

タグ・ライブラリ記述ファイルの概要は、7-10ページの「タグ・ライブラリ記述ファイル」
を参照してください。

ロジック /フロー制御タグ if
choose..when..otherwise
foreach
return
flush

この種のタグは、反復ループや条件
ブランチなど、コード・フローを定
義するための簡易構文を提供します。 
7-32ページの「ロジックおよびフ
ロー制御タグの説明」を参照してく
ださい。

XML変換タグ transform
styleSheet

この種のタグは、XSLのスタイル
シートを JSPページの出力の全体ま
たは一部に適用する処理を簡素化し
ます。 5-10ページの「XSLスタイル
シート用の JMLタグ」を参照してく
ださい。

表表表表 7-1 JML タグの機能のカテゴリタグの機能のカテゴリタグの機能のカテゴリタグの機能のカテゴリ （続き）（続き）（続き）（続き）

タグのカテゴリタグのカテゴリタグのカテゴリタグのカテゴリ タグタグタグタグ 機能機能機能機能
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JMLのののの TLDファイル・リストファイル・リストファイル・リストファイル・リスト
この項では、OracleJSPリリース 1.1.0.0.0でサポートされる JMLタグ・ライブラリの TLD
ファイル全体を示します。

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE taglib
        PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD JSP Tag Library 1.1//EN"
        "http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-jsptaglibrary_1_1.dtd">

<!-- a tab library descriptor -->

<taglib>
  <!-- after this the default space is
 "http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-jsptaglibrary_1_1.dtd"
   -->

 <tlibversion>1.0</tlibversion>
 <jspversion>1.1</jspversion>
 <shortname>jml</shortname>
 <info>
  Oracle's jml tag library.  Not all of the jml
  tag's available in the Oracle JSP environment
  are provided in this library.  No jsp: tags are
  duplicated, some tags are unavailable, and some tags
  have stricter syntax.  No bean expressions are supported.

  The differences are:
   *-jml:call - not available
   * jml:choose - works as documented
   * jml:flush - works as documented
   * jml:for - works as documented
   * jml:foreach - the type attribute is required, otherwise,
    as documented
   *!jml:forward - use jsp:forward
   *!jml:getProperty - use jsp:getProperty
   * jml:if - works as documented
   *!jml:include - use jsp:include
   *-jml:lock - not available
   *!jml:plugin - use jsp:plugin
   * jml:print - the expression to print must be supplied as
    an attribute.  i.e. the tag cannot have a body
   * jml:remove - works as documented
   * jml:return - works as documented
   *-jml:set - not available
   *!jml:setProperty - use jsp:setProperty
   * jml:styleSheet - works as documented
   * jml:transform - works as documented
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   *!jml:useBean - use jsp:useBean
   * jml:useCookie - works as documented
   * jml:useForm - works as documented
   * jml:useVariable - works as documented
 </info>

   <!-- The choose tag -->
 <tag>
  <name>choose</name>
  <tagclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlChoose</tagclass>
  <bodycontent>JSP</bodycontent>
  <info>
   The outer tag of a multiple choice logic block,
   choose
    when condition1
    when condition2
    otherwise
   end choose
  </info>
 </tag>

   <!-- The flush tag -->
 <tag>
  <name>flush</name>
  <tagclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlFlush</tagclass>
  <bodycontent>empty</bodycontent>
  <info>
   Flush the current JspWriter
  </info>
 </tag>

 <!-- The for tag -->
 <tag>
  <name>for</name>
  <tagclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlFor</tagclass>
  <teiclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlForTEI</teiclass>
  <bodycontent>JSP</bodycontent>
  <info>
   A simple for loop
  </info>

  <attribute>
   <name>id</name>
   <required>true</required>
  </attribute>
  <attribute>
   <name>from</name>
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   <required>true</required>
   <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
  </attribute>
  <attribute>
   <name>to</name>
   <required>true</required>
   <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
  </attribute>
 </tag>

 <!-- The foreach tag -->
 <tag>
  <name>foreach</name>
  <tagclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlForeach</tagclass>
  <teiclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlForeachTEI</teiclass>
  <bodycontent>JSP</bodycontent>
  <info>
   A foreach loop for iterating arrays, enumerations,
   and vector's.
  </info>

  <attribute>
   <name>id</name>
   <required>true</required>
  </attribute>
  <attribute>
   <name>in</name>
   <required>true</required>
   <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
  </attribute>
  <attribute>
   <name>type</name>
   <required>true</required>
  </attribute>
  <attribute>
   <name>limit</name>
   <required>false</required>
   <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
  </attribute>
 </tag>

 <!-- The if tag -->
 <tag>
  <name>if</name>
  <tagclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlIf</tagclass>
  <bodycontent>JSP</bodycontent>
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  <info>
   A classic if
  </info>

  <attribute>
   <name>condition</name>
   <required>true</required>
   <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
  </attribute>
 </tag>

   <!-- The otherwise tag -->
 <tag>
  <name>otherwise</name>
  <tagclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlOtherwise</tagclass>
  <bodycontent>JSP</bodycontent>
  <info>
   (optional) final part of a choose block
  </info>
 </tag>

   <!-- The print tag -->
 <tag>
  <name>print</name>
  <tagclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlPrint</tagclass>
  <bodycontent>empty</bodycontent>
  <info>
   print the expression specified in the eval attribute
  </info>
  <attribute>
   <name>eval</name>
   <required>true</required>
   <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
  </attribute>
 </tag>

   <!-- The remove tag -->
 <tag>
  <name>remove</name>
  <tagclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlRemove</tagclass>
  <bodycontent>empty</bodycontent>
  <info>
   remove the specified object from the pageContext
  </info>
  <attribute>
   <name>id</name>
   <required>true</required>
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  </attribute>
  <attribute>
   <name>scope</name>
   <required>false</required>
  </attribute>
 </tag>

   <!-- The return tag -->
 <tag>
  <name>return</name>
  <tagclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlReturn</tagclass>
  <bodycontent>empty</bodycontent>
  <info>
   Skip the rest of the page
  </info>
 </tag>

   <!-- The styleSheet tag -->
 <tag>
  <name>styleSheet</name>
  <tagclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlStyleSheet</tagclass>
  <bodycontent>JSP</bodycontent>
  <info>
   Transform the body of the tag using a stylesheet
  </info>
  <attribute>
   <name>href</name>
   <required>true</required>
   <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
  </attribute>
 </tag>

   <!-- The transform tag -->
 <tag>
  <name>transform</name>
  <tagclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlStyleSheet</tagclass>
  <bodycontent>JSP</bodycontent>
  <info>
   Transform the body of the tag using a stylesheet
  </info>
  <attribute>
   <name>href</name>
   <required>true</required>
   <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
  </attribute>
 </tag>
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   <!-- The useCookie tag -->
 <tag>
  <name>useCookie</name>
  <tagclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlUseCookie</tagclass>
  <teiclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlUseTEI</teiclass>
  <bodycontent>empty</bodycontent>
  <info>
   create a jml variable and initialize it to a cookie value
  </info>
  <attribute>
   <name>id</name>
   <required>true</required>
  </attribute>
  <attribute>
   <name>scope</name>
   <required>false</required>
  </attribute>
  <attribute>
   <name>type</name>
   <required>true</required>
  </attribute>
  <attribute>
   <name>cookie</name>
   <required>true</required>
  </attribute>
 </tag>

   <!-- The useForm tag -->
 <tag>
  <name>useForm</name>
  <tagclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlUseForm</tagclass>
  <teiclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlUseTEI</teiclass>
  <bodycontent>empty</bodycontent>
  <info>
   create a jml variable and initialize it to a parameter value
  </info>
  <attribute>
   <name>id</name>
   <required>true</required>
  </attribute>
  <attribute>
   <name>scope</name>
   <required>false</required>
  </attribute>
  <attribute>
   <name>type</name>
   <required>true</required>
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  </attribute>
  <attribute>
   <name>param</name>
   <required>true</required>
  </attribute>
 </tag>

   <!-- The useVariable tag -->
 <tag>
  <name>useVariable</name>
  <tagclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlUseVariable</tagclass>
  <teiclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlUseTEI</teiclass>
  <bodycontent>empty</bodycontent>
  <info>
   create a jml variable and initialize it to a parameter value
  </info>
  <attribute>
   <name>id</name>
   <required>true</required>
  </attribute>
  <attribute>
   <name>scope</name>
   <required>false</required>
  </attribute>
  <attribute>
   <name>type</name>
   <required>true</required>
  </attribute>
  <attribute>
   <name>value</name>
   <required>false</required>
   <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
  </attribute>
 </tag>

   <!-- The when tag -->
 <tag>
  <name>when</name>
  <tagclass>oracle.jsp.jml.tagext.JmlWhen</tagclass>
  <bodycontent>JSP</bodycontent>
  <info>
   one part of a choose block, see choose
  </info>
  <attribute>
   <name>condition</name>
   <required>true</required>
   <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
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  </attribute>
 </tag>

</taglib>

JSPマークアップ言語（マークアップ言語（マークアップ言語（マークアップ言語（JML）タグの説明）タグの説明）タグの説明）タグの説明
この項では、JSP 1.1仕様に従って OracleJSP 1.1.0.0.0ランタイム実装でサポートされる JML
タグについて説明します。 JMLタグは、次の 2つのカテゴリに分かれています。

� Beanバインド・タグの説明

� ロジックおよびフロー制御タグの説明

ここで説明するタグの初歩的な使用例は、9-27ページの「JMLタグのサンプル — 
hellouser_jml.jsp」を参照してください。

XML変換用のタグについては、5-10ページの「XSLスタイルシート用の JMLタグ」を参照
してください。

構文の表記規則と注意事項構文の表記規則と注意事項構文の表記規則と注意事項構文の表記規則と注意事項
タグの説明に含まれる構文では、次の点に注意してください。

� イタリック体は、値または文字列を指定する必要があることを示します。

� オプション属性は大カッコ [...]で囲まれています。

� オプション属性のデフォルト値は、太字太字太字太字で示されます。

� 属性の指定方法を示す選択肢は、縦線 | で区切られています。

� 接頭辞「jml:」が使用されています。 これは、表記規則によるものですが必須ではあり
ません。 taglibディレクティブでは任意の接頭辞を指定できます。

Beanバインド・タグの説明バインド・タグの説明バインド・タグの説明バインド・タグの説明
この項では、Beanバインド操作に使用される次の JMLタグについて説明します。

� JMLの useVariableタグ

� JMLの useFormタグ

� JMLの useCookieタグ

� JMLの removeタグ
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JMLのののの useVariableタグタグタグタグ
このタグは、単純な変数を宣言するときに jsp:useBeanタグのかわりに使用できます。 

構文構文構文構文  

<jml:useVariable id = "beanInstanceName" 
                [scope = "page | request | session | application"]
                 type = "string | boolean | number | fpnumber" 
                [value = "stringLiteral | <%= jspExpression %>"] /> 

属性属性属性属性  

� id — 宣言する変数の名前を指定します。 これは必須属性です。 

� scope — 変数の継続時間または有効範囲を定義します（jsp:useBeanタグと同じで
す）。 これはオプション属性で、デフォルト有効範囲は pageです。 

� type — 変数の型を指定します（型仕様部は JmlString、JmlBoolean、JmlNumber
または JmlFPNumberになります）。 これは必須属性です。 

� value — 変数を、文字列リテラルまたは <%=... %>構文で囲まれた JSPの式として、
宣言内で直接設定できるようにします。 これはオプション属性です。 この属性を指定し
ない場合は、値は最後に設定したとき（既存の場合）またはデフォルト値で初期化され
たときのまま変わりません。 この属性を指定すると、この宣言でオブジェクトがインス
タンス化されても指定の有効範囲から単に取得されても、常に値が設定されます。

例例例例  次に例を示します。

<jml:useVariable id = "isValidUser" type = "boolean" value = "<%= dbConn.isValid() %>" scope = "session" />

この例は次の例と等価です。

<jsp:useBean id = "isValidUser" class = "oracle.jsp.jml.JmlBoolean" scope = "session" />
<jsp:setProperty name="isValidUser" property="value" value = "<%= dbConn.isValid() %>" /> 

JMLのののの useForm タグタグタグタグ
このタグでは、変数を宣言し、その変数を要求から渡される値に設定する場合に便利な構文
を提供します。

構文構文構文構文  

<jml:useForm id = "beanInstanceName" 
            [scope = "page | request | session | application"]
            [type = "string | boolean | number | fpnumber"]
             param = "requestParameterName" />
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属性属性属性属性  

� id — 宣言または参照する変数の名前を指定します。 これは必須属性です。 

� scope — 変数の継続時間または有効範囲を定義します（jsp:useBeanタグと同じで
す）。 これはオプション属性で、デフォルト有効範囲は pageです。 

� type — 変数の型を指定します（型仕様部は JmlString、JmlBoolean、JmlNumber
または JmlFPNumberになります）。 これはオプション属性で、デフォルト設定は
stringです。

� param — 値が変数設定に使用される要求パラメータの名前を指定します。 これは必須属
性です。 要求パラメータがある場合は、この宣言によって変数が存在するようになるか
どうかに関係なく、変数値が常に更新されます。 要求パラメータがない場合は、変数値
は変更されません。 

例例例例  次の例では、string型のセッション変数 userを要求パラメータ userの値に設定して
います。 

<jml:useForm id = "user" type = "string" param = "user" scope = "session" />

この例は次の例と等価です。

<jsp:useBean id = "user" class = "oracle.jsp.jml.JmlString" scope = "session" />
<jsp:setProperty name="user" property="value" param = "user" /> 

JMLのののの useCookieタグタグタグタグ
このタグでは、変数を宣言し、その変数を cookieに含まれる値に設定する場合に便利な構
文を提供します。

構文構文構文構文  

<jml:useCookie id = "beanInstanceName" 
              [scope = "page | request | session | application"]
              [type = "string | boolean | number | fpnumber"]
               cookie = "cookieName" />

属性属性属性属性  

� id — 宣言または参照する変数の名前を指定します。 これは必須属性です。 

� scope — 変数の継続時間または有効範囲を定義します。 これはオプション属性で、デ
フォルト有効範囲は pageです。 

� type — 変数の型を識別します（型仕様部は JmlString、JmlBoolean、JmlNumber
または JmlFPNumberとなります）。 これはオプション属性で、デフォルト設定は
stringです。 
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� cookie — 値がこの変数の設定に使用される cookieの名前を指定します。 これは必須属
性です。 cookieがある場合は、この宣言で変数が存在するようになるかどうかに関係な
く、変数値が常に更新されます。cookieがない場合は、変数値は変更されません。 

例例例例  次の例では、string型の要求変数 userを cookie userの値に設定しています。 

<jml:useCookie id = "user" type = "string" cookie = "user" scope = "request" /> 

この例は次の例と等価です。

<jsp:useBean id = "user" class = "oracle.jsp.jml.JmlString" scope = "request" /> 
<% 
     Cookies [] cookies = request.getCookies();
     for (int i = 0; i < cookies.length; i++) {
             if (cookies[i].getName().equals("user")) {
                     user.setValue(cookies[i].getValue());
                     break;
             }
     }
%>

JMLのののの removeタグタグタグタグ
このタグでは、その有効範囲からオブジェクトが削除されます。

構文構文構文構文  

<jml:remove id = "beanInstanceName" 
           [scope = "page | request | session | application" ] /> 

属性属性属性属性  

� id — 削除する Beanの名前を指定します。 これは必須属性です。 

� scope — これはオプション属性です。 指定しない場合は、有効範囲は 1）page、2）
request、3）session、4）applicationの順に検索されます。 名前が idと一致した最初の
オブジェクトが削除されます。 

例例例例  次の例では、セッションの userオブジェクトが削除されます。 

<jml:remove id = "user" scope = "session" /> 

この例は次の例と等価です。

<% session.removeValue("user"); %>
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ロジックおよびフロー制御タグの説明ロジックおよびフロー制御タグの説明ロジックおよびフロー制御タグの説明ロジックおよびフロー制御タグの説明
この項では、ロジックおよびフロー制御に使用される次の JMLタグについて説明します。

� JMLの ifタグ

� JMLの choose...when...[otherwise]タグ

� JMLの forタグ

� JMLの foreachタグ

� JMLの returnタグ

� JMLの flushタグ

これらのタグは、Javaに精通していない開発者を対象としており、反復ループや条件ブラン
チなど、Javaのロジックおよびフロー制御構文のかわりに使用できます。

JMLのののの ifタグタグタグタグ
このタグでは、単一の条件文が評価されます。 条件が trueであれば、ifタグの本体が実行
されます。

構文構文構文構文  

<jml:if condition = "<%= jspExpression %>" >
     ...body of if tag (executed if the condition is true)...
</jml:if>

属性属性属性属性  

� condition — 評価する条件式を指定します。 これは必須属性です。

例例例例  次の E-Commerceの例では、ユーザーのショッピング・カートからの情報が表示されま
す。 このコードでは、現在の Tシャツの注文を保持する変数が空かどうかがチェックされま
す。 空でなければ、ユーザーが注文したサイズが表示されます。 currTSは JmlString型と
します。

<jml:if condition = "<%= !currTS.isEmpty() %>" >
     <S>(size: <%= currTS.getValue().toUpperCase() %>)</S>&nbsp
</jml:if>
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JMLのののの choose...when...[otherwise]タグタグタグタグ
chooseタグは whenおよび otherwiseタグに対応付けて、複数の条件文を提供します。 

chooseタグの本体には 1つ以上の whenタグが含まれ、それぞれの whenタグが 1つの条
件を表します。 評価結果が trueとなる最初の when条件の場合、その whenタグの本体が実
行されます。 （最大 1つの when本体が実行されます。）

評価結果が trueとなる when条件がなく、また、オプションの otherwiseタグが指定され
ていれば、otherwiseタグの本体が実行されます。

構文構文構文構文  

<jml:choose>
    <jml:when condition = "<%= jspExpression %>" >
        ...body of 1st when tag (executed if the condition is true)...
    </jml:when>
    ...
    [...optional additional when tags...]
    [ <jml:otherwise>
        ...body of otherwise tag (executed if all when conditions false)...
    </jml:otherwise> ]
</jml:choose>

属性属性属性属性  whenタグでは、次の属性が使用されます（chooseおよび otherwiseタグには属性
はありません）。

� condition — 評価する条件式を指定します。 これは必須属性です。 

例例例例  次の E-Commerceの例では、ユーザーのショッピング・カートからの情報が表示されま
す。 このコードでは、注文の有無がチェックされます。 注文があれば現在の注文が表示され、
注文がなければ、再度ショッピングするかどうかをユーザーに確認するプロンプトが表示さ
れます。 （この例では、現在の注文を表示するコードは省略されています。） orderedItem
は JmlBoolean型とします。

<jml:choose>
     <jml:when condition = "<%= orderedItem.getValue() %>"  >
          You have changed your order:
             -- output the current order --
     </jml:when>
     <jml:otherwise>
          Are you sure we can't interest you in something, cheapskate?
     </jml:otherwise>
</jml:choose>
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JMLのののの forタグタグタグタグ
このタグでは、Javaの forループと同様に、ループを反復できます。 

id属性は、現行範囲の要素の値を含む java.lang.Integer型のローカル・ループ変数で
す。 範囲は、from属性で表される値から始まり、to属性で表される値を超えるまで、ルー
プ本体が実行されるたびに増分されます。

範囲の横断後は、制御は for終了タグに続く最初の文に移ります。 

構文構文構文構文  

<jml:for id = "loopVariable"
         from = "<%= jspExpression %>" 
         to = "<%= jspExpression %>" >
      ...body of for tag (executed once at each value of range, inclusive)...
</jml:for>

属性属性属性属性  

� id — 範囲内の現在の値を保持するループ変数の名前を指定します。 これは
java.lang.Integer型の値で、タグの本体内でのみ使用できます。 これは必須属性で
す。

� from — 範囲の開始を指定します。 これは、Javaの int型の値に評価される必要のある
式です。 これは必須属性です。 

� to — 範囲の終わりを指定します。 これは、Javaの int型の値に評価される必要のある
式です。 これは必須属性です。 

例例例例  次の例では、「Hello World」が 1つずつ下位のヘッダー（H1、H2、H3、H4、H5）とし
て繰り返し出力されます。 

<jml:for id="i" from="<%= 1 %>" to="<%= 5 %>" >
     <H<%=i%>>
            Hello World!
     </H<<%=i%>>
</jml:for>

注意注意注意注意 : 降順の範囲はサポートされません。from値は to値以下にする必
要があります。
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JMLのののの foreachタグタグタグタグ
このタグでは、同型の値セットを反復できます。 

タグ本体は、そのセットの要素ごとに一度ずつ実行されます。 （セットが空であれば、本体
は実行されません。）

id属性は、現在のセットの要素値を含むローカル・ループ変数です。 型は、type属性で指
定します。 （該当する場合は、セットの要素の型と一致する型を指定する必要があります。）

現在、このタグでは、次のタイプのデータ構造の反復がサポートされます。

� Java配列

� java.util.Enumeration

� java.util.Vector

構文構文構文構文  

<jml:foreach id = "loopVariable"
             in = "<%= jspExpression %>" 
             limit = "<%= jspExpression %>"
             type = "package.class" >
    ...body of foreach tag (executes once for each element in data structure)...
</jml:foreach>

属性属性属性属性  

� id — 各反復ステップで現在の要素値を保持するループ変数の名前を指定します。 この
属性は、タグ本体内でのみ使用できます。 型は、type属性で指定した型と同じです。 
idは必須属性です。 

� in — Java配列、Enumerationオブジェクトまたは Vectorオブジェクトに評価される
JSPの式を指定します。 これは必須属性です。 

� limit — セット内の要素数に関係なく、最大反復数を定義する Javaの int型の値に評
価される JSPの式を指定します。 これは必須属性です。 

� type — ループ変数の型を指定します。 該当する場合は、セットの要素の型と一致する
型を指定する必要があります。 これは必須属性です。

例例例例  次の例は、要求パラメータに対して反復されます。

<jml:foreach id="name" in="<%= request.getParameterNames() %>" type="java.lang.String" >
    Parameter: <%= name %>
    Value: <%= request.getParameter(name) %> <br>
</jml:foreach>
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また、複数の値を取るパラメータを処理する必要がある場合は、次のようになります。

<jml:foreach id="name" in="<%= request.getParameterNames() %>" type="java.lang.String" >
    Parameter: <%= name %>
    Value: <jml:foreach id="val" in="<%=request.getParameterValues(name)%>"
                       type="java.lang.String" >
                <%= val %> :
           </jml:foreach>
    <br>
</jml:foreach>

JMLのののの returnタグタグタグタグ
このタグに達すると、ページから実行が戻り、それ以上処理されません。

構文構文構文構文  

<jml:return />

属性属性属性属性  

なし。

例例例例  次の例では、タイマーが時間切れになると、ページが処理されずに戻されます。

<jml:if condition="<%= timer.isExpired() %>" >
     You did not complete in time!
     <jml:return />
</jml:if>

JMLのののの flushタグタグタグタグ
このタグでは、ページ・バッファの現在の内容がクライアントに書き戻されます。 

これが適用されるのは、ページがバッファリングされる場合のみで、他の場合には無効で
す。

構文構文構文構文  

<jml:flush />

属性属性属性属性  

なし。
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例例例例  次の例では、現在のページのコンテンツがフラッシュされてから、高コストの操作が実
行されます。

<jml:flush />
<% myBean.expensiveOperation(out); %>
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                                                            OracleJSPの NLSサポ
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OracleJSPのののの NLSサポートサポートサポートサポート

OracleJSPには、Sun Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』に準拠
する標準の各国語サポート（NLS）機能に加えて、マルチバイト・パラメータのコード化が
サポートされないサーブレット環境向けの拡張サポート機能も用意されています。

ローカライズされるコンテンツに対する標準 Javaサポートは、テキストの統一内部表現に
Unicode 2.0を使用することに依存しています。 Unicodeは、代替キャラクタ・セットへの変
換用のベース・キャラクタ・セットとして使用されます。 

この章では、OracleJSPによる NLSサポート方法の主要な側面について説明します。 説明す
るトピックは、次のとおりです（その他に、将来のリリースで取り上げられるトピックがあ
ります）。

� pageディレクティブでのコンテンツ型の設定

� コンテンツ型の動的設定

� マルチバイト・パラメータのコード化に対する OracleJSPの拡張サポート
ート 8-1



pageディレクティブでのコンテンツ型の設定
pageディレクティブでのコンテンツ型の設定ディレクティブでのコンテンツ型の設定ディレクティブでのコンテンツ型の設定ディレクティブでのコンテンツ型の設定
pageディレクティブの contentTypeパラメータを使用すると、JSPページのMIMEタイ
プと、オプションで JSPページの文字コード化を設定できます。 MIMEタイプは、実行時に
HTTP応答に適用されます。 文字コード化を設定すると、変換時のページ・テキストと実行
時の HTTP応答の両方に適用されます。

pageディレクティブには、次の構文を使用します。

<%@ page ... contentType="TYPE; charset=character_set" ... %>

また、デフォルトのキャラクタ・セットを使用し、MIMEタイプを設定するには、次の構文
を使用します。

<%@ page ... contentType="TYPE" ... %>

TYPEは IANA（Internet Assigned Numbers Authority）のMIMEタイプで、
character_setは IANAのキャラクタ・セットです。 （キャラクタ・セットを指定する場
合、セミコロンの後の空白はオプションです。）

次に例を示します。

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" %>

または

<%@ page language="java" contentType="text/html" %>

デフォルトのMIMEタイプは text/htmlです。 IANAは、MIMEタイプのレジストリを次
のサイトでメンテナンスしています。

ftp://venera.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/media-types

デフォルトの文字コードは ISO-8859-1（Latin-1とも呼ばれます）です。 IANAは、文字
コードのレジストリを次のサイトでメンテナンスしています（指定の推奨MIME名が表示
されている場合は、そのMIME名を使用してください）。

ftp://venera.isi.edu/in-notes/iana/assignments/character-sets

（JavaとWebブラウザでサポートされるキャラクタ・セットを使用している限り、IANA
キャラクタ・セットを使用するための JSP要件はありませんが、IANAのサイトには最も一
般的なキャラクタ・セットのリストがあります。 指定の推奨MIME名を使用することをお薦
めします。）

pageディレクティブのパラメータは静的です。実行中に、ページで応答には異なる設定が
必要であることが検出された場合は、次のどちらかの処理を実行できます。

� サーブレット応答オブジェクト APIを使用して、実行中にコンテンツ型を設定します。
8-3ページの「コンテンツ型の動的設定」を参照してください。

� 要求を別の JSPページまたはサーブレットに転送します。
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コンテンツ型の動的設定コンテンツ型の動的設定コンテンツ型の動的設定コンテンツ型の動的設定
HTTP応答に該当するコンテンツ型が実行時まで判明しない状況では、コンテンツ型を JSP
ページ内で動的に設定できます。 このため、標準 javax.servlet.ServletResponseイ
ンタフェースでは、次のメソッドを指定します。

public void setContentType(java.lang.String contenttype)

JSPページの暗黙的 responseオブジェクトは
javax.servlet.http.HttpServletResponseインスタンスです。この
HttpServletResponseインタフェースにより ServletResponseインタフェースが拡張
されます。

pageディレクティブでの contentType設定と同様に、setContentType()メソッドの
入力にはMIMEタイプのみ、またはキャラクタ・セットとMIMEタイプの両方を使用でき
ます。次に例を示します。

response.setContentType("text/html; charset=UTF-8");

または

response.setContentType("text/html");

pageディレクティブと同様に、デフォルトのMIMEタイプは text/htmlで、デフォルト
の文字コードは ISO-8859-1です。

注意注意注意注意 :

� contentTypeを設定する pageディレクティブは、できるだけ JSP
ページの先頭付近で使用する必要があります。

� ISO-8859-1以外のキャラクタ・セットで記述された JSPページで
は、pageディレクティブで適切なキャラクタ・セットを設定する必
要があります。 ページは変換中に設定を認識する必要があるため、
キャラクタ・セットを動的には設定できません。 動的設定は実行時専
用です。

� JSP 1.1仕様では、JSPページがそのコンテンツ配信時と同じキャラク
タ・セットで記述されることを想定しています。

� このマニュアルでは、分かりやすく説明するために、ページのテキス
ト、要求パラメータおよび応答パラメータにすべて同じコード化を使
用する典型的なケースを想定しています（ただし、他の使用例も技術
的には可能です）。 要求パラメータのコード化はブラウザにより制御さ
れますが、Netscapeブラウザと Internet Explorerには応答パラメー
タに指定した設定が使用されます。
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このメソッドは、変換時の JSPページのテキストの解析では無効です。 変換時に特定のキャ
ラクタ・セットが必要な場合は、そのキャラクタ・セットを pageディレクティブで指定す
る必要があります。8-2ページの「pageディレクティブでのコンテンツ型の設定」を参照し
てください。

使用上の重要な注意事項は、次のとおりです。

� setContentType()メソッドを使用する場合、JSPページはアンバッファリングできま
せん。 （デフォルトではバッファリングされます。pageディレクティブで
buffer="none"に設定しないでください。）

� setContentType()コールは、ページ内の、ブラウザへの出力や jsp:includeコマ
ンド（JSPバッファをブラウザにフラッシュするコマンド）の前に挿入する必要があり
ます。

� サーブレット 2.2環境では、responseオブジェクトには、指定されたロケールに基づ
いてデフォルトのキャラクタ・セットを設定し、以前のキャラクタ・セットをオーバー
ライドする setLocale()メソッドがあります。 たとえば、次のメソッドのコールによ
り、キャラクタ・セット Shift_JISが設定されます。

response.setLocale(new Locale("ja", "JP"));

マルチバイト・パラメータのコード化に対するマルチバイト・パラメータのコード化に対するマルチバイト・パラメータのコード化に対するマルチバイト・パラメータのコード化に対する OracleJSPの拡の拡の拡の拡
張サポート張サポート張サポート張サポート

要求パラメータの文字コード化は、HTTP仕様では十分に定義されていません。 ほとんどの
サーブレット・コンテナでは、その解析にサーブレットのデフォルトの文字コード化
ISO-8859-1を使用する必要があります。

このような環境では、サーブレット・コンテナはマルチバイトの要求パラメータと Beanの
プロパティ設定をコード化できないため、OracleJSPは translate_params構成パラメー
タを介して拡張サポートを提供します。 

JSPページで等価コードを使用することもできます。これは、Oracle Servlet環境で必要で
す。
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非マルチバイト・サーブレット・コンテナのオーバーライドにおける非マルチバイト・サーブレット・コンテナのオーバーライドにおける非マルチバイト・サーブレット・コンテナのオーバーライドにおける非マルチバイト・サーブレット・コンテナのオーバーライドにおける
translate_paramsの効果の効果の効果の効果

マルチバイトの要求パラメータと Beanのプロパティ設定をコード化できないサーブレッ
ト・コンテナをオーバーライドするには、translate_paramsを trueに設定します。 
（この OracleJSP構成パラメータの設定方法については、A-23ページの「OracleJSPの構成パ
ラメータ設定」を参照してください。）

このフラグを有効化すると、OracleJSPでは要求パラメータと Beanのプロパティ設定が、
response.getCharacterEncoding()メソッドで指定されたとおり、responseオブ
ジェクトのキャラクタ・セットに基づいてコード化されます。 

translate_paramsフラグは、パラメータ名と値、特に次の要素に影響します。

� 要求オブジェクトの getParameter()メソッドの出力 

� 要求オブジェクトの getParameterValues()メソッドの出力

� 要求オブジェクトの getParameterNames()メソッドの出力

� Beanのプロパティ値の jsp:setProperty設定

重要重要重要重要 : 次の場合には、translate_paramsフラグを有効化しないでく
ださい。

� サーブレット・コンテナでマルチバイト・パラメータのコード化自体
が適切に処理される場合。 この状況で translate_paramsを true
に設定すると、不正な結果となります。 ただし、このマニュアルの製
作時点では、Apache/JServ、JSWDKおよび Tomcatでは、いずれも
マルチバイト・パラメータのコード化が正常に処理されないことが判
明しています。

� 要求パラメータに JSPの pageディレクティブまたは
setContentType()メソッドで応答用に指定されているのとは異な
るコード化が使用される場合。 

� translate_paramsの実行内容と等価の回避機能を持つコードがす
でに JSPページ内に存在している場合。 （8-6ページの
「translate_params構成パラメータの等価コード」を参照してくださ
い。）
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translate_params構成パラメータの等価コード構成パラメータの等価コード構成パラメータの等価コード構成パラメータの等価コード
translate_params構成パラメータはランタイム構成パラメータで、Oracle Servlet 
Engine環境では設定できません。 （変換時の構成は、ojspcコマンドライン・オプション
を介して OSE環境用に設定できます。 ランタイム構成パラメータの等価コードはありませ
ん。）

このため、または他の理由からも、次のように、JSPページのスクリプトレット・コードを
介して実装できる等価機能を知っていると役立ちます。

<%@ page contentType="text/html; charset=EUC-JP" %>
...
String paramName="XXYYZZ";       // where XXYYZZ is a multibyte string
paramName = 
   new String(paramName.getBytes(response.getCharacterEncoding()), "ISO8859_1");
String paramValue = request.getParameter(paramName);
paramValue= new String(paramValue.getBytes("ISO8859_1"), "EUC-JP");
...

このコードでは、次の処理が実行されます。

� 検索するパラメータ名として XXYYZZが設定されます。 （XX、YYおよび ZZは 3つの日
本語文字とします。）

� パラメータ名が、サーブレット・コンテナで解析できるように、そのキャラクタ・セッ
ト ISO-8859-1にコード化されます。 （最初に、要求オブジェクトの文字コードを使用
して、パラメータ名を表すバイト配列が作成されます。）

� パラメータ名に一致する値が検索され、要求オブジェクトからパラメータ値が取得され
ます。 （要求オブジェクト内のパラメータ名にも ISO-8859-1コード化が使用されてい
るため、一致する値を検索できます。）

� パラメータ値が EUC-JPにコード化されて、処理が継続されるか、ブラウザに出力され
ます。

translate_paramsの有効化に依存するNLSのサンプルと、translate_params設定に
依存しないように等価コードを含む NLSサンプルについては、次の 2つの項を参照してく
ださい。

translate_paramsに依存するに依存するに依存するに依存する NLSのサンプルのサンプルのサンプルのサンプル
次のサンプルでは、日本語のユーザー名を使用でき、その名前がブラウザに正常に出力され
ます。 マルチバイトの要求パラメータをコード化できないサーブレット環境では、このサン
プルは OracleJSPの構成設定 translate_params=trueに依存します。

XXYYはパラメータ名（日本語の「ユーザー名」の等価値）、AABBはデフォルト値（日本語
の値）とします。

（translate_params機能の等価の、translate_params設定に依存しないコードを含む
サンプルについては、次の項を参照してください。）
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<%@ page contentType="text/html; charset=EUC-JP" %>

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Hello</TITLE></HEAD>
<BODY>
<%
   //charset is as specified in page directive (EUC-JP)
   String charset = response.getCharacterEncoding();
%>
   <BR> encoding = <%= charset %> <BR>

<%

String paramValue = request.getParameter("XXYY");

if (paramValue == null || paramValue.length() == 0) { %>
   <FORM METHOD="GET">
   Please input your name: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="XXYY" value="AABB" size=20> 
<BR>
   <INPUT TYPE="SUBMIT">
   </FORM>
<% }
else
{ %>
   <H1> Hello, <%= paramValue %> </H1>
<% } %>
</BODY>
</HTML>
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次にサンプル入力を示します。

サンプル出力は次のとおりです。
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translate_paramsに依存しないに依存しないに依存しないに依存しない NLSのサンプルのサンプルのサンプルのサンプル
次のサンプルでは、前述のサンプルと同様に日本語のユーザー名を使用でき、その名前がブ
ラウザに正常に出力されます。 ただし、このサンプルには translate_params機能の等価
コードが含まれているため、translate_params設定に依存しません。

XXYYはパラメータ名（日本語の「ユーザー名」の等価値）、AABBはデフォルト値（日本語
の値）とします。

このサンプル内の重要なコードについては、8-6ページの「translate_params構成パラメー
タの等価コード」を参照してください。

<%@ page contentType="text/html; charset=EUC-JP" %>

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Hello</TITLE></HEAD>
<BODY>
<%
   //charset is as specified in page directive (EUC-JP)
   String charset = response.getCharacterEncoding();
%>
   <BR> encoding = <%= charset %> <BR>
<%
String paramName = "XXYY";

paramName = new String(paramName.getBytes(charset), "ISO8859_1");

String paramValue = request.getParameter(paramName);

if (paramValue == null || paramValue.length() == 0) { %>
   <FORM METHOD="GET">
   Please input your name: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="XXYY" value="AABB" size=20>
<BR>
   <INPUT TYPE="SUBMIT">
   </FORM>
<% }
else
{

重要重要重要重要 : translate_paramsの等価コードを使用する場合は、
translate_paramsフラグを有効化しないでください。このフラグを有
効化すると不正な結果となります。 （translate_paramsフラグがサ
ポートされない OSE環境では問題になりません。）
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   paramValue= new String(paramValue.getBytes("ISO8859_1"), "EUC-JP"); %>
   <H1> Hello, <%= paramValue %> </H1>
<% } %>
</BODY>
</HTML>
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サンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーション

この章では、JSPページと JSPページで使用する JavaBeans（該当する場合）について、
様々なサンプル・コードを次のカテゴリに分けて説明します。

� 基本的なサンプル

� JDBCのサンプル

� Database-Access JavaBeansのサンプル

� カスタム・タグのサンプル

� Oracle固有のプログラミング拡張機能のサンプル

� サーブレット 2.0環境に globals.jsaを使用するサンプル
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基本的なサンプル
基本的なサンプル基本的なサンプル基本的なサンプル基本的なサンプル
この項では、基本的な、Oracle JMLのデータ型の使用例を示す JSPのサンプルについて説明
します。 ここでは、初歩的な「hello」のサンプル、JavaBeansの使用方法を示すサンプルお
よび具体的なショッピング・カートの例を示します。 提供されるサンプルは、次のとおりで
す。

� helloページ — hellouser.jsp

� usebeanページ — usebean.jsp

� ショッピング・カート・ページ — cart.jsp

これらの例では標準データ型が代用されている場合がありますが、JMLのデータ型には多数
のメリットがあります。5-2ページの「JMLの拡張データ型」を参照してください。 JML
データ型は、他の JSP環境にも移植可能です。

日本語環境では、Shift_JIS、EUC-JPなどのキャラクタ・セットを指定する必要があります。
たとえば、Shift_JISの場合、以下の 1行を始めに記述します。

<%@page Content-Type="text/html;charset=Shift_JIS"%>

helloページページページページ — hellouser.jsp
このサンプルは、初歩的な JSPの「hello」ページです。 ユーザーには、ユーザー名の入力
フォームが表示されます。 名前を送ると、JSPページの一番上にその名前を含むフォームが
再表示されます。 

<%-----------------------------------------------------------
   Copyright (c) 1999, Oracle Corporation. All rights reserved.
------------------------------------------------------------%>

<%@page Content-Type="text/html;charset=Shift_JIS"%>
<%@page session="false" %>

<jsp:useBean id="name" class="oracle.jsp.jml.JmlString" scope="request" >
   <jsp:setProperty name="name" property="value" param="newName" />
</jsp:useBean>

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
Hello User
</TITLE>
</HEAD>

<BODY>
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<% if (!name.isEmpty()) { %>
<H3>Welcome <%= name.getValue() %></H3>
<% } %>

<P>
Enter your Name:
<FORM METHOD=get>
<INPUT TYPE=TEXT name=newName size = 20><br>
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Submit name">
</FORM>

</BODY>
</HTML>

usebeanページページページページ — usebean.jsp
このページでは、単純な JavaBeansである NameBeanを使用して、jsp:useBeanタグの使
用方法を示しています。 ページのコード以外に、Beanのコードも含まれています。

usebean.jspのコードのコードのコードのコード
<%-----------------------------------------------------------
   Copyright (c) 1999, Oracle Corporation. All rights reserved.
------------------------------------------------------------%>

<%@page Content-Type="text/html;charset=Shift_JIS"%>
<%@ page import="beans.NameBean"  %>

<jsp:useBean id="pageBean" class="beans.NameBean" scope="page" />
<jsp:setProperty name="pageBean" property="*" />

<jsp:useBean id="sessionBean" class="beans.NameBean" scope="session" />
<jsp:setProperty name="sessionBean" property="*" />

<HTML>
<HEAD> <TITLE> The UseBean JSP </TITLE> </HEAD>
<BODY BGCOLOR=white>

<H3> Welcome to the UseBean JSP </H3>
<P><B>Page bean: </B>
<% if (pageBean.getNewName().equals("")) { %>
  I don't know you. 
<% } else { %>
  Hello <%= pageBean.getNewName() %> !
<%  } %> 
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<P><B>Session bean: </B>
<% if (sessionBean.getNewName().equals("")) { %>
  I don't know you either. 
<% } else {
       if ((request.getParameter("newName") == null) || 
           (request.getParameter("newName").equals(""))) { %>
         Aha, I remember you.   
<%     } %>   
       You are <%= sessionBean.getNewName() %>.
<% } %>

<P>May we have your name?
<FORM METHOD=get>
<INPUT TYPE=TEXT name=newName size = 20>
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Submit name">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

NameBean.javaのコードのコードのコードのコード
package beans;

public class NameBean {

  String newName="";

  public void NameBean() {  }

  public String getNewName() {
    return newName;
  }
  public void setNewName(String newName) {
    this.newName = newName;
  }
} 

ショッピング・カート・ページショッピング・カート・ページショッピング・カート・ページショッピング・カート・ページ — cart.jsp
このサンプルは、セッション状態を使用してショッピング・カートをメンテナンスする方法
を示しています。 ユーザーが Tシャツまたはスウェットシャツを選択して注文すると、その
注文が再表示されます。 ショッピングを続けて注文が変更されると、その注文がページに再
表示され、該当する場合は前回の選択項目に取消し線が引かれます。

cart.jspファイルは主ソース・ファイルであり、index.jspを参照します。ここでは、
両方のページのコードを示します。
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cart.jspのコードのコードのコードのコード
<%-----------------------------------------------------------
   Copyright (c) 1999-2000, Oracle Corporation. All rights reserved.
------------------------------------------------------------%>
<%@page Content-Type="text/html;charset=Shift_JIS"%>
<jsp:useBean id="currSS" scope ="session" class="oracle.jsp.jml.JmlString" />
<jsp:useBean id="currTS" scope ="session" class="oracle.jsp.jml.JmlString" />

<HTML>

<HEAD>
        <TITLE>Java Store</TITLE>
</HEAD>

<BODY BACKGROUND=images/bg.gif BGCOLOR=#FFFFFF>

<jsp:useBean id="sweatShirtSize" scope="page" class="oracle.jsp.jml.JmlString" >
   <jsp:setProperty name="sweatShirtSize" property="value" param="SS" />
</jsp:useBean>
<jsp:useBean id="tshirtSize" scope="page" class="oracle.jsp.jml.JmlString" >
   <jsp:setProperty name="tshirtSize" property="value" param="TS" />
</jsp:useBean>

<jsp:useBean id="orderedSweatshirt" scope="page" class="oracle.jsp.jml.JmlBoolean" >
   <jsp:setProperty name="orderedSweatshirt" property="value" 
      value= '<%= !(sweatShirtSize.isEmpty() || 
sweatShirtSize.getValue().equals("none")) %>'  />
</jsp:useBean>

<jsp:useBean id="orderedTShirt" scope="page" class="oracle.jsp.jml.JmlBoolean" >
   <jsp:setProperty name="orderedTShirt" property="value"
      value='<%= !(tshirtSize.isEmpty() || tshirtSize.getValue().equals("none")) %>'  
/>
</jsp:useBean>

<P>
<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 WIDTH=100% HEIGHT=553>
        <TR>
                <TD WIDTH=33% HEIGHT=61>&nbsp;</TD>
                <TD WIDTH=67% HEIGHT=61>&nbsp;</TD>
        </TR>
        <TR>
                <TD WIDTH=33% HEIGHT=246>&nbsp;</TD>
                <TD WIDTH=67% HEIGHT=246 VALIGN=TOP BGCOLOR=#FFFFFF>

   <% if (orderedSweatshirt.getValue() || orderedTShirt.getValue()) { %>
      Thank you for selecting our fine JSP Wearables!<P>
                                                                    サンプル・アプリケーション 9-5



基本的なサンプル
      
      <% if (!currSS.isEmpty() || !currTS.isEmpty()) { %>
      You have changed your order:
            <UL>
         <% if (orderedSweatshirt.getValue()) { %>
            <LI>1 Sweatshirt
            <% if (!currSS.isEmpty()) { %> 
               <S>(size: <%= currSS.getValue().toUpperCase() %>)</S>&nbsp
            <% } %>
            (size: <%= sweatShirtSize.getValue().toUpperCase() %> )
         <% } else if (!currSS.isEmpty()) { %>
               <LI><S>1 Sweatshirt (size: <%= currSS.getValue().toUpperCase()
               %>)</S>
         <% } %>

            <% if (orderedTShirt.getValue()) { %>
            <LI>1 Tshirt 
            <% if (!currTS.isEmpty()) { %> 
               <S>(size: <%= currTS.getValue().toUpperCase() %>)</S>&nbsp
            <% } %>
            (size: <%= tshirtSize.getValue().toUpperCase() %>)
         <% } else if (!currTS.isEmpty()) { %>
               <LI><S>1 Tshirt (size: <%= currTS.getValue().toUpperCase()
               %>)</S>
            <% } %>
      </UL>
      <% } else { %>
      You have selected: 
      <UL>
         <% if (orderedSweatshirt.getValue()) { %>
            <LI>1 Sweatshirt (size: <%= sweatShirtSize.getValue().toUpperCase()
                                  %>)
         <% } %>

         <% if (orderedTShirt.getValue()) { %>
            <LI>1 Tshirt (size: <%= tshirtSize.getValue().toUpperCase() %>)
         <% } %>

      </UL>
      <% } %>
   <% } else { %>
      Are you sure we can't interest you in something?
   <% } %>

   <CENTER>
      <FORM ACTION="index.jsp" METHOD="GET"
            ENCTYPE="application/x-www-form-urlencoded">
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      <INPUT TYPE="IMAGE" SRC="images/shop_again.gif" WIDTH="91" HEIGHT="30"
            BORDER="0">
      </FORM>
   </CENTER>
   </TD></TR>
</TABLE>

</BODY>

</HTML>

<% 
if (orderedSweatshirt.getValue()) { 
   currSS.setValue(sweatShirtSize.getValue());
} else {
   currSS.setValue("");
}

if (orderedTShirt.getValue()) { 
   currTS.setValue(tshirtSize.getValue());
} else {
   currTS.setValue("");
}
%>

index.jspのコードのコードのコードのコード
<%-----------------------------------------------------------
   Copyright (c) 1999-2000, Oracle Corporation. All rights reserved.
------------------------------------------------------------%>
<%@page Content-Type="text/html;charset=Shift_JIS"%>
<jsp:useBean id="currSS" scope ="session" class="oracle.jsp.jml.JmlString" />
<jsp:useBean id="currTS" scope ="session" class="oracle.jsp.jml.JmlString" />

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<HTML>

<HEAD>
 <TITLE>untitled</TITLE>
</HEAD>

<BODY BACKGROUND="images/bg.gif" BGCOLOR="#FFFFFF">

<FORM ACTION="cart.jsp" METHOD="POST" ENCTYPE="application/x-www-form-urlencoded">
<P>
<TABLE BORDER="0" CELLPADDING="0" CELLSPACING="0" WIDTH="100%" HEIGHT="553">
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 <TR>
  <TD WIDTH="33%" HEIGHT="61">&nbsp;</TD>
  <TD WIDTH="67%" HEIGHT="61">&nbsp;</TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD WIDTH="33%" HEIGHT="246">&nbsp;</TD>
  <TD WIDTH="67%" HEIGHT="246" VALIGN="TOP" BGCOLOR="#FFFFFF">
   <TABLE BORDER="0" CELLPADDING="0" CELLSPACING="0" WIDTH="81%">
    <TR>
     <TD WIDTH="100%" BGCOLOR="#CCFFFF">
      <H4>JSP Wearables
     </TD>
    </TR>
    <TR>
     <TD WIDTH="100%" BGCOLOR="#FFFFFF">

      <BLOCKQUOTE>
      Sweatshirt
      <SPACER TYPE="HORIZONTAL" SIZE="10">($24.95)<BR>
      <SPACER TYPE="HORIZONTAL" SIZE="30">
       <INPUT TYPE="RADIO" NAME="SS" VALUE="xl" 
          <%= currSS.getValue().equals("xl") ? "CHECKED" : "" %> >XL
      <SPACER TYPE="HORIZONTAL" SIZE="10">
       <INPUT TYPE="RADIO" NAME="SS" VALUE="l" <%= currSS.getValue().equals("l")
         ? "CHECKED" : "" %> >L
      <SPACER TYPE="HORIZONTAL" SIZE="10">
       <INPUT TYPE="RADIO" NAME="SS" VALUE="m" <%= currSS.getValue().equals("m")
         ? "CHECKED" : "" %> >M
      <SPACER TYPE="HORIZONTAL" SIZE="10">
       <INPUT TYPE="RADIO" NAME="SS" VALUE="s" <%= currSS.getValue().equals("s")
         ? "CHECKED" : "" %> >S
      <SPACER TYPE="HORIZONTAL" SIZE="10">
       <INPUT TYPE="RADIO" NAME="SS" VALUE="xs" 
          <%= currSS.getValue().equals("xs") ? "CHECKED" : "" %> >XS
      <SPACER TYPE="HORIZONTAL" SIZE="10">
       <INPUT TYPE="RADIO" NAME="SS" VALUE="none" 
          <%= currSS.getValue().equals("none") || currSS.isEmpty()  ? 
          "CHECKED" : "" %> >NONE
      <BR>
      <BR>
      T-Shirt<SPACER TYPE="HORIZONTAL" SIZE="10"> (14.95)<BR>
      <SPACER TYPE="HORIZONTAL" SIZE="30">
       <INPUT TYPE="RADIO" NAME="TS" VALUE="xl" 
          <%= currTS.getValue().equals("xl") ? "CHECKED" : "" %> >XL
      <SPACER TYPE="HORIZONTAL" SIZE="10">
       <INPUT TYPE="RADIO" NAME="TS" VALUE="l" <%= currTS.getValue().equals("l")
         ? "CHECKED" : "" %> >L
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JDBCのサンプル
      <SPACER TYPE="HORIZONTAL" SIZE="10">
       <INPUT TYPE="RADIO" NAME="TS" VALUE="m" <%= currTS.getValue().equals("m")
         ? "CHECKED" : "" %> >M
      <SPACER TYPE="HORIZONTAL" SIZE="10">
       <INPUT TYPE="RADIO" NAME="TS" VALUE="s" <%= currTS.getValue().equals("s")
         ? "CHECKED" : "" %> >S
      <SPACER TYPE="HORIZONTAL" SIZE="10">
       <INPUT TYPE="RADIO" NAME="TS" VALUE="xs" 
          <%= currTS.getValue().equals("xs") ? "CHECKED" : "" %> >XS
      <SPACER TYPE="HORIZONTAL" SIZE="10">
       <INPUT TYPE="RADIO" NAME="TS" VALUE="none" 
          <%= currTS.getValue().equals("none") || currTS.isEmpty()  ? 
          "CHECKED" : "" %> >NONE
      </BLOCKQUOTE>
     </TD>
    </TR>
    <TR>
     <TD WIDTH="100%">
      <DIV ALIGN="RIGHT">
      <P><INPUT TYPE="IMAGE" SRC="images/addtobkt.gif" WIDTH="103" HEIGHT="22"
         ALIGN="BOTTOM" BORDER="0">
      </DIV>
     </TD>
    </TR>
   </TABLE>
  </TD>
 </TR>
</TABLE>

</FORM>

</BODY>

</HTML>

JDBCのサンプルのサンプルのサンプルのサンプル
この項の例では、JDBCを使用してデータベースの問合せを実行しています。 ほとんどの部
分で標準 JDBC機能を使用していますが、接続キャッシュの例では Oracle固有の接続キャッ
シュの実装を使用しています。 提供される例は、次のとおりです。

� 単純な問合せ — SimpleQuery.jsp

� ユーザー指定の問合せ — JDBCQuery.jsp
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JDBCのサンプル
� 問合せ Beanを使用した問合せ — UseHtmlQueryBean.jsp

� 接続キャッシュ — ConnCache3.jspおよび ConnCache1.jsp

Oracle JDBC全般と Oracle JDBCの接続キャッシュの実装については、『Oracle8i JDBC 開発
者ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

単純な問合せ単純な問合せ単純な問合せ単純な問合せ — SimpleQuery.jsp
このページでは、scott.emp表の単純な問合せを実行し、従業員とその給与額を HTML表
に（従業員名順で）出力しています。

<%@ page import="java.sql.*" %>

<!------------------------------------------------------------------
 * This is a basic JavaServer Page that does a JDBC query on the
 * emp table in schema scott and outputs the result in an html table.
 *  
--------------------------------------------------------------------!>
<HTML> 
  <HEAD> 
    <TITLE>
       SimpleQuery JSP
    </TITLE>
  </HEAD>
 <BODY BGCOLOR=EOFFFO> 
 <H1> Hello 
  <%= (request.getRemoteUser() != null? ", " + request.getRemoteUser() : "") %>
 !  I am SimpleQuery JSP.
 </H1>
 <HR>
 <B> I will do a basic JDBC query to get employee data  
     from EMP table in schema SCOTT..
 </B> 

 <P>
<%
    try {
      // Use the following 2 files when running inside Oracle 8i
      // Connection conn = new oracle.jdbc.driver.OracleDriver().
      //                     defaultConnection ();
      Connection  conn = 
          DriverManager.getConnection((String)session.getValue("connStr"),
                                           "scott", "tiger");
      Statement stmt = conn.createStatement ();
      ResultSet rset = stmt.executeQuery ("SELECT ename, sal " + 
                           "FROM scott.emp ORDER BY ename");
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JDBCのサンプル
      if (rset.next()) {
%>
     <TABLE BORDER=1 BGCOLOR="C0C0C0">
     <TH WIDTH=200 BGCOLOR="white"> <I>Employee Name</I> </TH>
     <TH WIDTH=100 BGCOLOR="white"> <I>Salary</I> </TH>
     <TR> <TD ALIGN=CENTER> <%= rset.getString(1) %> </TD>
          <TD ALIGN=CENTER> $<%= rset.getDouble(2) %> </TD>
     </TR>

<%     while (rset.next()) {
%>

     <TR> <TD ALIGN=CENTER> <%= rset.getString(1) %> </TD>
          <TD ALIGN=CENTER> $<%= rset.getDouble(2) %> </TD>
     </TR>

<% }
%>
      </TABLE>
<%  } 
      else {
%>
     <P> Sorry, the query returned no rows! </P>

<% 
      }
      rset.close();
      stmt.close();
    } catch (SQLException e) {
      out.println("<P>" + "There was an error doing the query:");
      out.println ("<PRE>" + e + "</PRE> \n <P>");
    }
%>

 </BODY>
</HTML>

ユーザー指定の問合せユーザー指定の問合せユーザー指定の問合せユーザー指定の問合せ — JDBCQuery.jsp
このページでは、ユーザー指定の条件に従って scott.emp表の問合せを実行し、結果を出
力しています。

<%@ page import="java.sql.*" %>

<HTML>
<HEAD> <TITLE> The JDBCQuery JSP  </TITLE> </HEAD>
<BODY BGCOLOR=white>
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<% String searchCondition = request.getParameter("cond"); 
   if (searchCondition != null) { %>
      <H3> Search results for : <I> <%= searchCondition %> </I> </H3>
      <%= runQuery(searchCondition) %>
      <HR><BR>
<% }  %>

<B>Enter a search condition:</B>
<FORM METHOD=get> 
<INPUT TYPE="text" NAME="cond" SIZE=30>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Ask Oracle");
</FORM>
</BODY>
</HTML>
<%! 
  private String runQuery(String cond) throws SQLException {
     Connection conn = null; 
     Statement stmt = null; 
     ResultSet rset = null; 
     try {
        DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver());
        conn = DriverManager.getConnection((String)session.getValue("connStr"),
                                           "scott", "tiger");
        stmt = conn.createStatement();
        rset = stmt.executeQuery ("SELECT ename, sal FROM scott.emp "+ 
                                  (cond.equals("") ? "" : "WHERE " + cond ));
        return (formatResult(rset));
     } catch (SQLException e) { 
         return ("<P> SQL error: <PRE> " + e + " </PRE> </P>\n");
     } finally {
         if (rset!= null) rset.close(); 
         if (stmt!= null) stmt.close();
         if (conn!= null) conn.close();
     }
  }

  private String formatResult(ResultSet rset) throws SQLException {
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    if (!rset.next())      
      sb.append("<P> No matching rows.<P>\n");
    else {  sb.append("<UL><B>"); 
         do {  sb.append("<LI>" + rset.getString(1) + 
                            " earns $ " + rset.getInt(2) + ".</LI>\n");
            } while (rset.next());
         sb.append("</B></UL>"); 
    }
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    return sb.toString();
  }
%>

問合せ問合せ問合せ問合せ Beanを使用した問合せを使用した問合せを使用した問合せを使用した問合せ — UseHtmlQueryBean.jsp
このページでは、JavaBeansである HtmlQueryBeanを使用し、ユーザー指定の条件に従っ
て scott.emp表の問合せを実行しています。 HtmlQueryBeanでは、クラス HtmlTable
を使用して出力が HTML表にフォーマットされます。 このサンプルには、JSPページ
HtmlQueryBeanと HtmlTableのコードが含まれています。 

UseHtmlQueryBean.jspのコードのコードのコードのコード
<jsp:useBean id="htmlQueryBean" class="beans.HtmlQueryBean" scope="session" />
<jsp:setProperty name="htmlQueryBean" property="searchCondition" />

<HTML>
<HEAD> <TITLE> The UseHtmlQueryBean JSP  </TITLE> </HEAD>
<BODY BGCOLOR="white">

<%  String searchCondition = request.getParameter("searchCondition"); 
    if (searchCondition != null) { %>
      <H3>Search Results for : <I> <%= searchCondition %> </I> </H3>
      <%=  htmlQueryBean.getResult() %>
      <BR> <HR>
<%  }  %>
    
<P><B>Enter a search condition:</B></P>
<FORM METHOD=get> 
<INPUT TYPE=text NAME="searchCondition" SIZE=30>
<INPUT TYPE=submit VALUE="Ask Oracle">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

HtmlQueryBean.javaのコードのコードのコードのコード
package beans;
import java.sql.*;

public class HtmlQueryBean {

  private String searchCondition = "";
  private String connStr = null;
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  public String getResult() throws SQLException {
    return runQuery();
  }

  public void setSearchCondition(String searchCondition) {
    this.searchCondition = searchCondition;
  }
  
  public void setConnStr(String connStr) {
    this.connStr = connStr;
  }

  private String runQuery() {
    Connection conn = null;
    Statement stmt = null;
    ResultSet rset = null;
    try {
      if (conn == null) {
      DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver());
      conn = DriverManager.getConnection(connStr,
                               "scott","tiger");
      }
      stmt = conn.createStatement();
      rset = stmt.executeQuery ("SELECT ename as \"Name\", " + 
               "empno as \"Employee Id\","+ 
               "sal as \"Salary\"," +  
               "TO_CHAR(hiredate, 'DD-MON-YYYY') as \"Date Hired\"" + 
               "FROM scott.emp " + (searchCondition.equals("") ? "" :
               "WHERE " + searchCondition ));
      return  format(rset);;
    } catch (SQLException e) { 
      return ("<P> SQL error: <PRE> " + e + " </PRE> </P>\n");
    }
    finally {
    try {
      if (rset!= null) rset.close();
      if (stmt!= null) stmt.close(); 
      if (conn!= null) conn.close();
      } catch (SQLException ignored) {}
    }
  } 
  
  public static String format(ResultSet rs) throws SQLException {
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    if (rs == null || !rs.next())
      sb.append("<P> No matching rows.<P>\n");
    else {
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      sb.append("<TABLE BORDER>\n");
      ResultSetMetaData md = rs.getMetaData();
      int numCols = md.getColumnCount();
      for (int i=1; i<= numCols; i++) {
        sb.append("<TH><I>" + md.getColumnLabel(i) + "</I></TH>");
      }
      do {
        sb.append("<TR>\n");
        for (int i = 1; i <= numCols; i++) {
          sb.append("<TD>");
          Object obj = rs.getObject(i);
          if (obj != null)  sb.append(obj.toString());
          sb.append("</TD>");
        }
        sb.append("</TR>");
      } while (rs.next());
      sb.append("</TABLE>");
    }
    return sb.toString();
  }
}

HtmlTable.javaのコードのコードのコードのコード
import java.sql.*;

public class HtmlTable {

  public static String format(ResultSet rs) throws SQLException {
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    if (rs == null || !rs.next())      
      sb.append("<P> No matching rows.<P>\n");
    else {  
      sb.append("<TABLE BORDER>\n");
      ResultSetMetaData md = rs.getMetaData();
      int numCols = md.getColumnCount();
      for (int i=1; i<= numCols; i++) {
         sb.append("<TH><I>" + md.getColumnLabel(i) + "</I></TH>");
      }
      do { 
        sb.append("<TR>\n");

        for (int i = 1; i <= numCols; i++) {
        sb.append("<TD>");
        Object obj = rs.getObject(i);
        if (obj != null)  sb.append(obj.toString());
        sb.append("</TD>");
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      } 
      sb.append("</TR>");
      } while (rs.next());
      sb.append("</TABLE>"); 
    }
    return sb.toString();
  }
}

接続キャッシュ接続キャッシュ接続キャッシュ接続キャッシュ — ConnCache3.jspおよびおよびおよびおよび ConnCache1.jsp
この項では、Oracleのキャッシュ実装を使用する接続キャッシュの 2つの例を示します。 こ
の実装では、Oracle JDBCの OracleConnectionCacheImplクラスを使用しています。 概
要は、4-5ページの「データベース接続のキャッシュ」を参照してください。 詳細は、
『Oracle8i JDBC 開発者ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

最初の例の ConnCache3.jspでは、独自のキャッシュ設定が実行されます。

2番目の例の ConnCache1.jspでは、別のページ setupcache.jspを使用して設定が実
行されます。

3つのページすべてのコードを示します。

ConnCache3.jspのコード（キャッシュ設定あり）のコード（キャッシュ設定あり）のコード（キャッシュ設定あり）のコード（キャッシュ設定あり）
このサンプル・ページでは、独自の接続キャッシュ設定が処理されます。

<%@ page import="java.sql.*, javax.sql.*, oracle.jdbc.pool.*" %>

<!------------------------------------------------------------------
 * This is a JavaServer Page that uses Connection Caching at Session
 * scope. 
--------------------------------------------------------------------!>

<jsp:useBean id="ods" class="oracle.jdbc.pool.OracleConnectionCacheImpl" 
scope="session" />

<HTML> 
  <HEAD> 
    <TITLE>
     ConnCache 3  JSP
    </TITLE>

注意注意注意注意 : より便利な代替手法として、OracleJSPで提供される
ConnCacheBean JavaBeansを使用できます。 9-25ページの
「ConnCacheBeanを使用するページ — ConnCacheBeanDemo.jsp」を参照
してください。
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  </HEAD>
 <BODY BGCOLOR=EOFFFO> 
 <H1> Hello 
  <%= (request.getRemoteUser() != null? ", " + request.getRemoteUser() : "") %>
 !  I am Connection Caching  JSP.
 </H1>
 <HR>
 <B> Session  Level Connection Caching.
 </B> 

 <P>
<%
    try {
      ods.setURL((String)session.getValue("connStr"));
      ods.setUser("scott");
      ods.setPassword("tiger");

      Connection conn = ods.getConnection ();
      Statement stmt = conn.createStatement ();
      ResultSet rset = stmt.executeQuery ("SELECT ename, sal " + 
                           "FROM scott.emp ORDER BY ename");

      if (rset.next()) {
%>
      <TABLE BORDER=1 BGCOLOR="C0C0C0">
      <TH WIDTH=200 BGCOLOR="white"> <I>Employee Name</I> </TH>
      <TH WIDTH=100 BGCOLOR="white"> <I>Salary</I> </TH>
      <TR> <TD ALIGN=CENTER> <%= rset.getString(1) %> </TD>
           <TD ALIGN=CENTER> $<%= rset.getDouble(2) %> </TD>
      </TR>

<%      while (rset.next()) {
%>

      <TR> <TD ALIGN=CENTER> <%= rset.getString(1) %> </TD>
           <TD ALIGN=CENTER> $<%= rset.getDouble(2) %> </TD>
      </TR>

<% }
%>
      </TABLE>
<%  } 
      else {
%>
      <P> Sorry, the query returned no rows! </P>

<% 
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      }
      rset.close();
      stmt.close();
      conn.close();  // Put the Connection Back into the Pool

    } catch (SQLException e) {
      out.println("<P>" + "There was an error doing the query:");
      out.println ("<PRE>" + e + "</PRE> \n <P>");
    }
%>

 </BODY>
</HTML>

ConnCache1.jspおよびおよびおよびおよび setupcache.jspのコードのコードのコードのコード
このサンプル・ページでは、接続キャッシュ設定用に別のページ setupcache.jspが静的
に挿入されます。 両方のページのコードを示します。

ConnCache1.jsp  

<%@ include file="setupcache.jsp" %>
<%@ page import="java.sql.*, javax.sql.*, oracle.jdbc.pool.*" %>

<!------------------------------------------------------------------
 * This is a JavaServer Page that uses Connection Caching over application
 * scope. The Cache is created in an application scope in setupcache.jsp
 * Connection is obtained from the Cache and recycled back once done.
--------------------------------------------------------------------!>

<HTML> 
  <HEAD> 
    <TITLE>
      ConnCache1 JSP
    </TITLE>
  </HEAD>
 <BODY BGCOLOR=EOFFFO> 
 <H1> Hello 
  <%= (request.getRemoteUser() != null? ", " + request.getRemoteUser() : "") %>
 !  I am Connection Caching JSP.
 </H1>
 <HR>
 <B> I get the Connection from the Cache and recycle it back.
 </B> 

 <P>
<%
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    try {
      Connection conn = cods.getConnection();
 
      Statement stmt = conn.createStatement ();
      ResultSet rset = stmt.executeQuery ("SELECT ename, sal " + 
                                "FROM scott.emp ORDER BY ename");
      if (rset.next()) {
%>
      <TABLE BORDER=1 BGCOLOR="C0C0C0">
      <TH WIDTH=200 BGCOLOR="white"> <I>Employee Name</I> </TH>
      <TH WIDTH=100 BGCOLOR="white"> <I>Salary</I> </TH>
      <TR> <TD ALIGN=CENTER> <%= rset.getString(1) %> </TD>
           <TD ALIGN=CENTER> $<%= rset.getDouble(2) %> </TD>
      </TR>

<%      while (rset.next()) {
%>

      <TR> <TD ALIGN=CENTER> <%= rset.getString(1) %> </TD>
           <TD ALIGN=CENTER> $<%= rset.getDouble(2) %> </TD>
      </TR>

<% }
%>
      </TABLE>
<%  } 
      else {
%>
      <P> Sorry, the query returned no rows! </P>

<% 
      }
      rset.close();
      stmt.close();
      conn.close();  // Put the Connection Back into the Pool
    } catch (SQLException e) {
      out.println("<P>" + "There was an error doing the query:");
      out.println ("<PRE>" + e + "</PRE> \n <P>");
    }
%>

 </BODY>
</HTML>
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setupcache.jsp  

<jsp:useBean id="cods" class="oracle.jdbc.pool.OracleConnectionCacheImpl"
  scope="application">
<% 
    cods.setURL((String)session.getValue("connStr"));
    cods.setUser("scott");
    cods.setPassword("tiger");
    cods.setStmtCache (5); 
%>
</jsp:useBean>

Database-Access JavaBeansのサンプルのサンプルのサンプルのサンプル
この項では、Oracle Database-Access JavaBeansの使用例を示します。 これらの Beanは
OracleJSPで提供されますが、通常は他の JSP環境に移植可能です。 ただし、接続キャッシュ
Beanは接続キャッシュの Oracle JDBC実装に依存することに注意してください。

DBBeanはこの種の JavaBeansのうち最も単純で、独自の接続機能と問合せのサポートのみ
が含まれています。 より複雑な操作の場合は、ConnBean（単純接続用）、ConnCacheBean
（接続キャッシュ用）および CursorBean（一般的な SQL DML操作用）を適切に組み合せ
て使用します。

詳細は、5-12ページの「Oracle Database-Access JavaBeans」を参照してください。 

次の例を示します。

� DBBeanを使用するページ — DBBeanDemo.jsp

� ConnBeanを使用するページ — ConnBeanDemo.jsp

� CursorBeanを使用するページ — CursorBeanDemo.jsp

� ConnCacheBeanを使用するページ — ConnCacheBeanDemo.jsp

注意注意注意注意 : Oracleには、他の状況で前述の JavaBeansを使用する SQL機能用
のカスタム・タグも用意されています。 これらのタグの使用例については、
5-26ページの「SQLタグの例」を参照してください。 
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DBBeanを使用するページを使用するページを使用するページを使用するページ — DBBeanDemo.jsp
このページでは、DBBeanオブジェクトを使用してデータベースに接続し、問合せを実行
し、結果を HTML表として出力しています。 

<%@ page import="java.sql.*" %>

<!------------------------------------------------------------------
 * This is a basic JavaServer Page that uses a DB Access Bean and queries
 * dept and emp tables in schema scott and outputs the result in an html table.
 *  
--------------------------------------------------------------------!>

<jsp:useBean id="dbbean" class="oracle.jsp.dbutil.DBBean" scope="session">
  <jsp:setProperty name="dbbean" property="User" value="scott"/>
  <jsp:setProperty name="dbbean" property="Password" value="tiger"/>
  <jsp:setProperty name="dbbean" property="URL" value=
       "<%= (String)session.getValue(\"connStr\") %>" />
</jsp:useBean>

<HTML> 
  <HEAD> 
    <TITLE>
      DBBeanDemo JSP
    </TITLE>
  </HEAD>
 <BODY BGCOLOR=EOFFFO> 
 <H1> Hello 
  <%= (request.getRemoteUser() != null? ", " + request.getRemoteUser() : "") %>
 !  I am DBBeanDemo JSP.
 </H1>
 <HR>
 <B> I’m using DBBean and querying DEPT & EMP tables in schema SCOTT.....
     I get all employees who work in the Research department.
 </B> 

 <P>
<%
    try {
 
      String sql_string = " select ENAME from EMP,DEPT " +
                          " where DEPT.DNAME = 'RESEARCH' " +
                          " and DEPT.DEPTNO = EMP.DEPTNO";

      // Make the Connection
      dbbean.connect();

      // Execute the SQL and get a HTML table
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      out.println(dbbean.getResultAsHTMLTable(sql_string));

      // Close the Bean to close the connection
      dbbean.close();
    } catch (SQLException e) {
      out.println("<P>" + "There was an error doing the query:");
      out.println ("<PRE>" + e + "</PRE> \n <P>");
    }
%>

 </BODY>
</HTML>

ConnBeanを使用するページを使用するページを使用するページを使用するページ — ConnBeanDemo.jsp
このページでは、ConnBeanオブジェクト（単純接続用）を使用して CursorBeanオブ
ジェクトを取得し、CursorBeanオブジェクトを使用して問合せの結果を HTML表として
出力しています。

<%@ page import="java.sql.* , oracle.jsp.dbutil.*" %>

<!------------------------------------------------------------------
 * This is a basic JavaServer Page that uses a Connection Bean and queries
 * emp table in schema scott and outputs the result in an html table.
 *  
--------------------------------------------------------------------!>

<jsp:useBean id="cbean" class="oracle.jsp.dbutil.ConnBean" scope="session"> 
  <jsp:setProperty name="cbean" property="User" value="scott"/>
  <jsp:setProperty name="cbean" property="Password" value="tiger"/>
  <jsp:setProperty name="cbean" property="URL" value=
       "<%= (String)session.getValue(\"connStr\") %>"/>
  <jsp:setProperty name="cbean" property="PreFetch" value="5"/>
  <jsp:setProperty name="cbean" property="StmtCacheSize" value="2"/>
</jsp:useBean>

<HTML> 
  <HEAD> 
    <TITLE>
      Connection Bean Demo JSP
    </TITLE>
  </HEAD>
 <BODY BGCOLOR=EOFFFO> 
 <H1> Hello 
  <%= (request.getRemoteUser() != null? ", " + request.getRemoteUser() : "") %>
 !  I am Connection Bean Demo JSP.
 </H1>
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 <HR>
 <B> I’m using connection and a query bean and querying employee names 
     and salaries from EMP table in schema SCOTT..
 </B> 

 <P>
<%
    try {
 
      // Make the Connection
      cbean.connect();

      String sql = "SELECT ename, sal FROM scott.emp ORDER BY ename";

      // get a Cursor Bean
      CursorBean cb = cbean.getCursorBean  (CursorBean.PREP_STMT, sql);

      out.println(cb.getResultAsHTMLTable());

      // Close the cursor bean
      cb.close();
      // Close the Bean to close the connection
      cbean.close();
    } catch (SQLException e) {
      out.println("<P>" + "There was an error doing the query:");
      out.println ("<PRE>" + e + "</PRE> \n <P>");
    }
%>

 </BODY>
</HTML>

CursorBeanを使用するページを使用するページを使用するページを使用するページ — CursorBeanDemo.jsp
このページでは、ConnBeanオブジェクト（単純接続用）と CursorBeanオブジェクトを
使用して PL/SQL文を実行し、REF CURSORを取得し、結果を HTML表に変換していま
す。

<%@ page import="java.sql.* , oracle.jsp.dbutil.*" %>

<!------------------------------------------------------------------
 * This is a basic JavaServer Page that uses a Cursor and Conn Beans and queries
 * dept table in schema scott and outputs the result in an html table.
 *  
--------------------------------------------------------------------!>

<jsp:useBean id="connbean" class="oracle.jsp.dbutil.ConnBean" scope="session">
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  <jsp:setProperty name="connbean" property="User" value="scott"/>
  <jsp:setProperty name="connbean" property="Password" value="tiger"/>
  <jsp:setProperty name="connbean" property="URL" value=
       "<%=    (String)session.getValue(\"connStr\") %>" />
</jsp:useBean>
<jsp:useBean id="cbean" class="oracle.jsp.dbutil.CursorBean" scope="session">
  <jsp:setProperty name="cbean" property="PreFetch" value="10"/>
  <jsp:setProperty name="cbean" property="ExecuteBatch" value="2"/>
</jsp:useBean>

<HTML> 
  <HEAD> 
    <TITLE>
      CursorBean Demo JSP
    </TITLE>
  </HEAD>
 <BODY BGCOLOR=EOFFFO> 
 <H1> Hello 
  <%= (request.getRemoteUser() != null? ", " + request.getRemoteUser() : "") %>
 !  I am Cursor Bean  JSP.
 </H1>
 <HR>
 <B> I`m using cbean and i'm quering department names from DEPT table 
     in schema SCOTT..
 </B> 

 <P>
<%
 
    try {

      // Make the Connection
      connbean.connect();

      String sql = "BEGIN OPEN ? FOR SELECT DNAME FROM DEPT; END;";
 
      // Create a Callable Statement
      cbean.create ( connbean, CursorBean.CALL_STMT, sql);
      cbean.registerOutParameter(1,oracle.jdbc.driver.OracleTypes.CURSOR);

      // Execute the PLSQL
      cbean.executeUpdate ();
 
      // Get the Ref Cursor
      ResultSet rset = cbean.getCursor(1);

      out.println(oracle.jsp.dbutil.BeanUtil.translateToHTMLTable (rset));
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      // Close the RefCursor
      rset.close();

      // Close the Bean
      cbean.close();

      // Close the connection
      connbean.close();

    } catch (SQLException e) {
      out.println("<P>" + "There was an error doing the query:");
      out.println ("<PRE>" + e + "</PRE> \n <P>");
    }
%>

 </BODY>
</HTML>

ConnCacheBeanを使用するページを使用するページを使用するページを使用するページ — ConnCacheBeanDemo.jsp
このページでは、ConnCacheBeanオブジェクトを使用して接続キャッシュから接続を取得
しています。 その後、標準 JDBC機能を使用して問合せを実行し、結果を HTML表として
フォーマットします。

<%@ page import="java.sql.*, javax.sql.*, oracle.jsp.dbutil.ConnCacheBean" %>

<!------------------------------------------------------------------
 * This is a basic JavaServer Page that does a JDBC query on the
 * emp table in schema scott and outputs the result in an html table.
 * Uses Connection Cache Bean.
--------------------------------------------------------------------!>

<jsp:useBean id="ccbean" class="oracle.jsp.dbutil.ConnCacheBean"
             scope="session">
  <jsp:setProperty name="ccbean" property="user" value="scott"/>
  <jsp:setProperty name="ccbean" property="password" value="tiger"/>
  <jsp:setProperty name="ccbean" property="URL" value=
       "<%= (String)session.getValue(\"connStr\") %>"  />
  <jsp:setProperty name="ccbean" property="MaxLimit" value="5"  />
  <jsp:setProperty name="ccbean" property="CacheScheme" value=
       "<%= ConnCacheBean.FIXED_RETURN_NULL_SCHEME %>"  />
</jsp:useBean>
<HTML> 
  <HEAD> 
    <TITLE>
      SimpleQuery JSP
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    </TITLE>
  </HEAD>
 <BODY BGCOLOR=EOFFFO> 
 <H1> Hello 
  <%= (request.getRemoteUser() != null? ", " + request.getRemoteUser() : "") %>
 !  I am Connection Cache Demo Bean
 </H1>
 <HR>
 <B> I will do a basic JDBC query to get employee data  
     from EMP table in schema SCOTT. The connection is obtained from 
     the Connection Cache.
 </B> 

 <P>
<%
    try {
      Connection conn = ccbean.getConnection();
 
      Statement stmt = conn.createStatement ();
      ResultSet rset = stmt.executeQuery ("SELECT ename, sal " + 
                                "FROM scott.emp ORDER BY ename");
      if (rset.next()) {
%>
      <TABLE BORDER=1 BGCOLOR="C0C0C0">
      <TH WIDTH=200 BGCOLOR="white"> <I>Employee Name</I> </TH>
      <TH WIDTH=100 BGCOLOR="white"> <I>Salary</I> </TH>
      <TR> <TD ALIGN=CENTER> <%= rset.getString(1) %> </TD>
           <TD ALIGN=CENTER> $<%= rset.getDouble(2) %> </TD>
      </TR>

<%      while (rset.next()) {
%>

      <TR> <TD ALIGN=CENTER> <%= rset.getString(1) %> </TD>
           <TD ALIGN=CENTER> $<%= rset.getDouble(2) %> </TD>
      </TR>

<% }
%>
      </TABLE>
<%  } 
      else {
%>
      <P> Sorry, the query returned no rows! </P>

<% 
      }
9-26　Oracle8i JavaServer Pages 開発者ガイドおよびリファレンス                              



カスタム・タグのサンプル
      rset.close();
      stmt.close();
      conn.close();
      ccbean.close();
    } catch (SQLException e) {
      out.println("<P>" + "There was an error doing the query:");
      out.println ("<PRE>" + e + "</PRE> \n <P>");
    }
%>

 </BODY>
</HTML>

カスタム・タグのサンプルカスタム・タグのサンプルカスタム・タグのサンプルカスタム・タグのサンプル
この項のトピックは、次のとおりです。

� いくつかの Oracle JSPマークアップ言語（JML）カスタム・タグの使用例

� このマニュアルの他の項に記載されているカスタム・タグのサンプルの参照情報

JMLタグのサンプルタグのサンプルタグのサンプルタグのサンプル — hellouser_jml.jsp
この項では、いくつかの Oracle JMLカスタム・タグの基本的な使用例を示します。 

これは、前述した hellouser.jspサンプルの修正版です。 ただし、ここでは JMLコード
とオリジナル・コードの両方を示します。

JMLタグ・ライブラリのランタイム実装は、他の JSP環境に移植できることに注意してくだ
さい。 ランタイム実装の概要は、7-18ページの「JSPマークアップ言語（JML）のサンプル・
タグ・ライブラリの概要」を参照してください。 コンパイル時（移植できない）実装の詳細
は、付録 C「コンパイル時 JMLタグ・サポート」を参照してください。

hellouser_jml.jspのコード（のコード（のコード（のコード（JMLタグを使用）タグを使用）タグを使用）タグを使用）
<%-----------------------------------------------------------
   Copyright (c) 1999, Oracle Corporation. All rights reserved.
------------------------------------------------------------%>

<%@page session="false" %>
<%@ taglib uri="WEB-INF/jml.tld" prefix="jml" %>

<jml:useForm id="name" param="newName" scope="request" />

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
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Hello User
</TITLE>
</HEAD>

<BODY>

<jml:if condition="!name.isEmpty()" >
<H3>Welcome <jml:print eval="name.getValue()" /></H3>
</jml:if>

<P>
Enter your Name:
<FORM METHOD=get>
<INPUT TYPE=TEXT name=newName size = 20><br>
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Submit name">
</FORM>

</BODY>
</HTML>

hellouser.jspのコード（のコード（のコード（のコード（JMLタグを不使用）タグを不使用）タグを不使用）タグを不使用）
<%-----------------------------------------------------------
   Copyright (c) 1999, Oracle Corporation. All rights reserved.
------------------------------------------------------------%>

<%@page session="false" %>

<jsp:useBean id="name" class="oracle.jsp.jml.JmlString" scope="request" >
      <jsp:setProperty name="name" property="value" param="newName" />
</jsp:useBean>

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
Hello User
</TITLE>
</HEAD>

<BODY>

<% if (!name.isEmpty()) { %>
<H3>Welcome <%= name.getValue() %></H3>
<% } %>

<P>
Enter your Name:
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<FORM METHOD=get>
<INPUT TYPE=TEXT name=newName size = 20><br>
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Submit name">
</FORM>

</BODY>
</HTML>

他のカスタム・タグ・サンプルのポインタ他のカスタム・タグ・サンプルのポインタ他のカスタム・タグ・サンプルのポインタ他のカスタム・タグ・サンプルのポインタ
カスタム・タグのサンプルは、このドキュメントの他の箇所にも記載されています。

� 標準 JSP 1.1準拠のカスタム・タグの定義および使用例の詳細は、7-13ページの「全体の
例 : カスタム・タグの定義と使用」を参照してください。

� SQL機能の Oracleカスタム・タグ・ライブラリを使用する例は、5-26ページの「SQLタ
グの例」を参照してください。

Oracle固有のプログラミング拡張機能のサンプル固有のプログラミング拡張機能のサンプル固有のプログラミング拡張機能のサンプル固有のプログラミング拡張機能のサンプル
この項では、Oracle固有の拡張機能の様々な使用例について説明します。 たとえば、次の拡
張機能があります。

� JspScopeListenerを使用するページ — scope.jsp

� XMLの問合せ — XMLQuery.jsp

� SQLJの問合せ — SQLJSelectInto.sqljspおよび SQLJIterator.sqljsp

JspScopeListenerを使用するページを使用するページを使用するページを使用するページ — scope.jsp
このサンプルは、有効範囲に連結されている JSPオブジェクトが「有効範囲外」になるとき
に通知できるようにする、JspScopeListener実装の使用方法を示しています。 このサン
プルでは、登録済みのオブジェクトまたはメソッドに有効範囲外通知を再ディスパッチす
る、汎用リスナーが実装されます。 このリスナーを使用すると、要求およびページの有効範
囲外通知のページ・イベント・ハンドラを、scope.jspでシミュレーションできます。 

このサンプルでは、リスナー・オブジェクトが作成され、requestおよび page有効範囲
に連結されます。 リスナーから転送された有効範囲外通知を処理するローカル・メソッドが
登録されます。 この具体例を示すために、サンプルでは 2つのカウンタが維持されます。1
つ目はページ数のカウンタで、2つ目は挿入ファイル数のカウンタです。 

ページが有効範囲外になると、現在のページ数がログに記録されます。 要求が有効範囲外に
なると、挿入ページ数がログに記録されます。 その後、サンプル自体が 5回挿入されます。

このサンプルでは、ページ数 1を示す 6つのメッセージに続いて、5回の jsp:include操
作が発生したことを示す単一のメッセージが出力されます。
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JspScopeListenerメカニズムの概要は、5-30ページの「OracleJSPのイベント処理 — 
JspScopeListener」を参照してください。

リスナー実装リスナー実装リスナー実装リスナー実装 — PageEventDispatcher
PageEventDispatcherは、JspScopeListenerインタフェースを実装する JavaBeans
です。 このインタフェースは outOfScope()イベント・メソッドを定義し、入力として
JspScopeEventオブジェクトを取ります。 オブジェクトに対応付けられた有効範囲
（application、session、pageまたは request）が終了すると、
PageEventDispatcherオブジェクトの outOfScope()メソッドがコールされます。 

このサンプルで、PageEventDispatcherオブジェクトは JSPページのディスパッチャと
して機能し、JSPページはページおよび要求イベントに関する globals.jsa の「終了時」
機能の等価を処理できます。 JSPページでは、イベント・ハンドラを提供する有効範囲ごと
に、PageEventDispatcherオブジェクトが作成されます。 その後、イベント・ハンドラ・
メソッドが PageEventDispatcherオブジェクトに登録されます。 
PageEventDispatcherオブジェクトは、有効範囲外になったことを示す通知を受け取る
と、ページの登録済みの「終了時」メソッドをコールします。

package oracle.jsp.sample.event;

import java.lang.reflect.*;
import oracle.jsp.event.*;

public class PageEventDispatcher extends Object implements JspScopeListener {

    private Object page;
    private String methodName;
    private Method method;

    public PageEventDispatcher() {
    }

    public Object getPage() {
        return page;
    }

    public void setPage(Object page) {
        this.page = page;
    }

    public String getMethodName() {
        return methodName;
    }

    public void setMethodName(String m) 
                throws NoSuchMethodException, ClassNotFoundException  {
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        method = verifyMethod(m);
        methodName = m;
    }

    public void outOfScope(JspScopeEvent ae) {
        int scope = ae.getScope();

        if ((scope == javax.servlet.jsp.PageContext.REQUEST_SCOPE  || 
             scope == javax.servlet.jsp.PageContext.PAGE_SCOPE) && 
             method != null) {
            try {
                Object args[] = {ae.getApplication(), ae.getContainer()};
                method.invoke(page, args);
            } catch (Exception e) {
                // catch all and continue
            }
        }
    }

    private Method verifyMethod(String m) 
                throws NoSuchMethodException, ClassNotFoundException {
        if (page == null) throw new NoSuchMethodException
                                      ("A page hasn't been set yet.");

        /* Don't know whether this is a request or page handler so try one then
          the other
       */
        Class c = page.getClass();
        Class pTypes[] = {Class.forName("javax.servlet.ServletContext"),
                          Class.forName("javax.servlet.jsp.PageContext")};

        try {
            return c.getDeclaredMethod(m, pTypes);
        } catch (NoSuchMethodException nsme) {
            // fall through and try the request signature
        }

        pTypes[1] = Class.forName("javax.servlet.http.HttpServletRequest");
        return c.getDeclaredMethod(m, pTypes);
    }
}
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scope.jspのソースのソースのソースのソース
この JSPページでは、前述の PageEventDispatcherクラス（JspScopeListenerイン
タフェースを実装するクラス）を使用して、pageまたは request有効範囲のイベントを
追跡しています。

<%-- declare request and page scoped beans here --%>

<jsp:useBean id = "includeCount" class = "oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "request" />
<jsp:useBean id = "pageCount" class = "oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "page" > 
   <jsp:setProperty name = "pageCount" 
                    property = "value" value = "<%= pageCount.getValue() + 1 %>" /> 
</jsp:useBean>

<%-- declare the event dispatchers --%>
<jsp:useBean id = "requestDispatcher" class = "oracle.jsp.sample.event.PageEventDispatcher" 
            scope = "request" >
   <jsp:setProperty name = "requestDispatcher" property = "page" value = "<%= this %>" />
   <jsp:setProperty name = "requestDispatcher" property = "methodName" 
                    value = "request_OnEnd" />
</jsp:useBean>

<jsp:useBean id = "pageDispatcher" class = "oracle.jsp.sample.event.PageEventDispatcher" 
             scope = "page" >
    <jsp:setProperty name = "pageDispatcher" property = "page" value = "<%= this %>" />
    <jsp:setProperty name = "pageDispatcher" property = "methodName" value = "page_OnEnd" />
</jsp:useBean>

<%! 
        // request_OnEnd Event Handler
        public void request_OnEnd(ServletContext application, HttpServletRequest request) {
                // acquire beans
                oracle.jsp.jml.JmlNumber includeCount = 
                    (oracle.jsp.jml.JmlNumber) request.getAttribute("includeCount");

                // now cleanup the bean
                if (includeCount != null) application.log
                   ("request_OnEnd: Include count = " + includeCount.getValue()); 
        }

        // page_OnEnd Event Handler
        public void page_OnEnd(ServletContext application, PageContext page) {
                // acquire beans
                oracle.jsp.jml.JmlNumber pageCount = 
                    (oracle.jsp.jml.JmlNumber) page.getAttribute("pageCount");

                // now cleanup the bean -- uncomment code for real bean
                if (pageCount != null) application.log
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                   ("page_OnEnd: Page count = " + pageCount.getValue());
        }  
%>

<%-- Page implementation goes here --%>

<jsp:setProperty name = "includeCount" property = "value" 
                 value = '<%= (request.getAttribute("javax.servlet.include.request_uri")
                         != null) ? includeCount.getValue() + 1 : 0 %>' /> 

<h2> Hello World </h2>

Included: <%= request.getAttribute("javax.servlet.include.request_uri") %>   
              Count: <%= includeCount.getValue() %> <br>

<% if (includeCount.getValue() < 5) { %>
        <jsp:include page="scope.jsp" flush = "true" />
<% } %>

XMLの問合せの問合せの問合せの問合せ — XMLQuery.jsp
この例では、データベースに接続して、問合せを実行し、
oracle.xml.sql.query.OracleXMLQueryクラスの機能を使用して結果を XML文字列
として出力しています。

これは、Oracle固有の機能です。 OracleXMLQueryクラスは、Oracle8iで XML-SQLユー
ティリティの一部として提供されます。

JSPページでの XMLおよび XSLの使用方法の概要は、5-8ページの「OracleJSPの XMLお
よび XSLサポート」を参照してください。

<%-----------------------------------------------------------
   Copyright (c) 1999, Oracle Corporation. All rights reserved.
------------------------------------------------------------%>

<%@ page import = "java.sql.*,oracle.xml.sql.query.OracleXMLQuery" %>
<html>
  <head><title> The XMLQuery Demo </title></head>
<body>
<h1> XMLQuery Demo  </h1>
<h2> Employee List in XML </h2>
<b>(View Page Source in your browser to see XML output)</b>
<% Connection conn = null;
   Statement stmt = null;
   ResultSet rset = null;
   try {
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     // determine JDBC driver name from session value
     // if null, use JDBC kprb driver if in JServer, JDBC oci otherwise
     String dbURL = (String)session.getValue("connStr");
     if (dbURL == null) 
       dbURL = (System.getProperty("oracle.jserver.version") == null?
               "jdbc:oracle:oci8:@" : "jdbc:oracle:kprb:@");

     DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.driver.OracleDriver());
     conn = DriverManager.getConnection(dbURL, "scott", "tiger");
     stmt =  conn.createStatement ();
     rset = stmt.executeQuery ("SELECT ename, sal " + 
                               "FROM scott.emp ORDER BY ename");
     OracleXMLQuery xq = new OracleXMLQuery(conn, rset);  %>
       <PRE> <%=   xq.getXMLString()  %>  </PRE>
<%   } catch (java.sql.SQLException e) {  %>
         <P> SQL error: <PRE> <%= e %> </PRE> </P>
<%   } finally { 
         if (stmt != null) stmt.close();
         if (rset != null) rset.close();
         if (conn != null) conn.close(); 
     }  %>
</body>
</html>

SQLJの問合せの問合せの問合せの問合せ — SQLJSelectInto.sqljspおよびおよびおよびおよび SQLJIterator.sqljsp
この項では、JSPページ内で SQLJを使用してデータベースの問合せを実行する例を示しま
す。

最初の例の SQLJSelectInto.sqljspでは、SQLJの SELECT INTO構文を使用して 1行
を選択しています。 

2番目の例の SQLJIterator.sqljspでは、複数行を JDBCの結果セットに似た SQLJイテ
レータを使用して選択しています。

JSPページでの SQLJの使用方法については、5-31ページの「OracleJSPによる Oracle SQLJ
のサポート」を参照してください。

Oracle SQLJのプログラミング機能と構文の概要は、『Oracle8i SQLJ 開発者ガイドおよびリ
ファレンス』を参照してください。
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SQLJSelectInto.sqljspのコード（のコード（のコード（のコード（1行選択）行選択）行選択）行選択）
この例では、SQLJの SELECT INTO構文を使用して、データベースから 1行を選択してい
ます。

<%@ page import="sqlj.runtime.ref.DefaultContext,oracle.sqlj.runtime.Oracle" %>

<HTML>
<HEAD> <TITLE> The SQLJSelectInto JSP  </TITLE> </HEAD>
<BODY BGCOLOR=white>

<%
   String connStr=request.getParameter("connStr");
   if (connStr==null) {
     connStr=(String)session.getValue("connStr");
   } else {
     session.putValue("connStr",connStr);
   }
   if (connStr==null) { %>
<jsp:forward page="../setconn.jsp" />
<%
   }
%>

<%
   String empno = request.getParameter("empno"); 
   if (empno != null) { %>
      <H3> Employee # <%=empno %> Details: </H3>
      <%= runQuery(connStr,empno) %>
      <HR><BR>
<% }  %>

<B>Enter an employee number:</B>
<FORM METHOD=get> 
<INPUT TYPE="text" NAME="empno" SIZE=10>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Ask Oracle");
</FORM>
</BODY>
</HTML>
<%! 
  private String runQuery(String connStr, String empno) throws 
java.sql.SQLException {
     DefaultContext dctx = null;
     String ename = null;  double sal = 0.0;  String hireDate = null; 
     StringBuffer sb = new StringBuffer();
     try {
      dctx = Oracle.getConnection(connStr, "scott", "tiger");
      #sql [dctx] { SELECT ename, sal, TO_CHAR(hiredate, 'DD-MON-YYYY') 
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                      INTO :ename, :sal, :hireDate
                      FROM scott.emp WHERE UPPER(empno) = UPPER(:empno)
      };
      sb.append("<BLOCKQUOTE><BIG><B><PRE>\n");
      sb.append("Name       : " + ename + "\n");
      sb.append("Salary     : " + sal + "\n");
      sb.append("Date hired : " + hireDate);
      sb.append("</PRE></B></BIG></BLOCKQUOTE>");

     } catch (java.sql.SQLException e) {
         sb.append("<P> SQL error: <PRE> " + e + " </PRE> </P>\n");
     } finally {
         if (dctx!= null) dctx.close();
     }
     return sb.toString();
  }
%>

SQLJIterator.sqljspのコード（複数行選択）のコード（複数行選択）のコード（複数行選択）のコード（複数行選択）
この例では、SQLJイテレータを使用して、データベースから複数行を選択しています。

<%@ page import="java.sql.*" %>
<%@ page import="sqlj.runtime.ref.DefaultContext,oracle.sqlj.runtime.Oracle" %>

<!------------------------------------------------------------------
 * This is a SQLJ JavaServer Page that does a SQLJ query on the
 * emp table in schema scott and outputs the result in an html table.
 *  
--------------------------------------------------------------------!>

<%! #sql iterator Empiter(String ename, double sal, java.sql.Date hiredate) %>

<%
   String connStr=request.getParameter("connStr");
   if (connStr==null) {
     connStr=(String)session.getValue("connStr");
   } else {
     session.putValue("connStr",connStr);
   }
   if (connStr==null) { %>
<jsp:forward page="../setconn.jsp" />
<%
   }
%>

<%
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   DefaultContext dctx = null;
   dctx = Oracle.getConnection(connStr, "scott", "tiger");
%>

<HTML> 
<HEAD> <TITLE> The SqljIterator SQLJSP </TITLE>  </HEAD>
<BODY BGCOLOR="E0FFF0"> 
  <% String user;
      #sql [dctx] {SELECT user INTO :user FROM dual}; 
  %>

 <H1> Hello, <%= user %>!   </H1>
 <HR>
 <B> I will use a SQLJ iterator to get employee data
     from EMP table in schema SCOTT..
 </B> 
 <P>
<%  
    Empiter emps;
    try {
      #sql [dctx] emps = { SELECT ename, sal, hiredate 
                 FROM scott.emp ORDER BY ename};
      if (emps.next()) {
%>
      <TABLE BORDER=1 BGCOLOR="C0C0C0">
      <TH WIDTH=200 BGCOLOR=white> Employee Name </TH>
      <TH WIDTH=100 BGCOLOR=white> Salary </TH>
      <TR> <TD> <%= emps.ename() %> </TD>
           <TD> <%= emps.sal() %> </TD>
      </TR>

<%      while (emps.next()) {
%>
      <TR> <TD> <%= emps.ename() %> </TD>
           <TD> <%= emps.sal() %> </TD>
      </TR>
<% } %>
      </TABLE>
<%  } else { %>
      <P> Sorry, the query returned no rows! </P>
<%    }
      emps.close();
    } catch (SQLException e) {  %>
       <P>There was an error doing the query:<PRE> <%= e %> </PRE> <P>
<%    } %>
</BODY>
</HTML>
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サーブレットサーブレットサーブレットサーブレット 2.0環境に環境に環境に環境に globals.jsaを使用するサンプルを使用するサンプルを使用するサンプルを使用するサンプル
この項では、Oracleの globals.jsaメカニズムをサーブレット 2.0環境で使用して、アプ
リケーション・フレームワークとアプリケーション・ベースおよびセッション・ベースのイ
ベント処理を提供する方法の例を示します。 提供される例は、次のとおりです。

� アプリケーション・イベント用の globals.jsaの例 — lotto.jsp

� アプリケーションおよびセッション・イベント用の globals.jsaの例 — index1.jsp

� グローバル宣言用の globals.jsaの例 — index2.jsp

globals.jsaの使用方法は、5-34ページの「サーブレット 2.0に対する OracleJSPのアプ
リケーションおよびセッションのサポート」を参照してください。

アプリケーション・イベント用のアプリケーション・イベント用のアプリケーション・イベント用のアプリケーション・イベント用の globals.jsaの例の例の例の例 — lotto.jsp
このサンプルでは、application_OnStartおよび application_OnEndイベント・ハン
ドラを介した、OracleJSPの globals.jsaのイベント処理を示します。このサンプルでは、 
番号が 1日の間にユーザー単位でキャッシュされます。 その結果、特定の抽選画面では、
ユーザーに 1組の番号のみが表示されます。 このサンプルでは、ユーザーは IPアドレスで識
別されます。

application_OnStartおよび application_OnEndに対し、キャッシュをアプリケー
ションのシャットダウン間で永続キャッシュにできるようにコードが書き込まれます。この
サンプルでは、 キャッシュされたデータは、終了時にファイルに書き込まれ、再起動時に
ファイルから読み込まれます（キャッシュへの書込みと同じ日にサーバーを再起動する場
合）。

注意注意注意注意 : この項の例では、アプリケーションのシャットダウンに基づいた
機能があります。 多くのサーバーでは、アプリケーションは手動でシャッ
トダウンできません。 この場合、globals.jsaはアプリケーション・
マーカーとして機能できません。 ただし、lotto.jspソースまたは
globals.jsaファイルを更新すると、アプリケーションのシャットダウ
ンと再起動を自動的に（developer_mode=falseの場合）実行できます
（OracleJSPコンテナは常に、実行中のアプリケーションを終了してから、
アクティブ・ページを再変換し、再ロードします）。
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lotto.jspのののの globals.jsaファイルファイルファイルファイル
<%@ page import="java.util.*, oracle.jsp.jml.*" %>

<jsp:useBean id = "cachedNumbers" class = "java.util.Hashtable" scope = "application" />

<event:application_OnStart>

<%
        Calendar today = Calendar.getInstance();
        application.setAttribute("today", today);
        try {
                FileInputStream fis = new FileInputStream
                            (application.getRealPath("/")+File.separator+"lotto.che");
                ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);
                Calendar cacheDay = (Calendar) ois.readObject();
                if (cacheDay.get(Calendar.DAY_OF_YEAR) == today.get(Calendar.DAY_OF_YEAR)) {
                        cachedNumbers = (Hashtable) ois.readObject();
                        application.setAttribute("cachedNumbers", cachedNumbers);       
                }
                ois.close();
        } catch (Exception theE) {
                // catch all -- can't use persistent data
        }
%>

</event:application_OnStart>

<event:application_OnEnd>

<%
        Calendar now = Calendar.getInstance();
        Calendar today = (Calendar) application.getAttribute("today");
        if (cachedNumbers.isEmpty() || 
                   now.get(Calendar.DAY_OF_YEAR) > today.get(Calendar.DAY_OF_YEAR)) {
                File f = new File(application.getRealPath("/")+File.separator+"lotto.che");
                if (f.exists()) f.delete();
                return;         
        }

        try {
                FileOutputStream fos = new FileOutputStream
                            (application.getRealPath("/")+File.separator+"lotto.che");
                ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);
                oos.writeObject(today);
                oos.writeObject(cachedNumbers);
                oos.close();
        } catch (Exception theE) {
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                // catch all -- can't use persistent data
        }
%>

</event:application_OnEnd>

lotto.jspのソースのソースのソースのソース
<%@ page session = "false" %>
<jsp:useBean id = "picker" class = "oracle.jsp.sample.lottery.LottoPicker" scope = "page" />

<HTML>
<HEAD><TITLE>Lotto Number Generator</TITLE></HEAD>
<BODY BACKGROUND="images/cream.jpg" BGCOLOR="#FFFFFF">
<H1 ALIGN="CENTER"></H1>

<BR>

<!-- <H1 ALIGN="CENTER"> IP: <%= request.getRemoteAddr() %> <BR> -->
<H1 ALIGN="CENTER">Your Specially Picked</H1>
<P ALIGN="CENTER"><IMG SRC="images/winningnumbers.gif" WIDTH="450" HEIGHT="69" ALIGN="BOTTOM" 
BORDER="0"></P>
<P>

<P ALIGN="CENTER">
<TABLE ALIGN="CENTER" BORDER="0" CELLPADDING="0" CELLSPACING="0">
<TR>
<%
        int[] picks;
        String identity = request.getRemoteAddr();

        // Make sure its not tomorrow
        Calendar now = Calendar.getInstance();
        Calendar today = (Calendar) application.getAttribute("today");
        if (now.get(Calendar.DAY_OF_YEAR) > today.get(Calendar.DAY_OF_YEAR)) {
                System.out.println("New day....");
                cachedNumbers.clear();
                today = now;
                application.setAttribute("today", today);
        }       

        synchronized (cachedNumbers) {
                if ((picks = (int []) cachedNumbers.get(identity)) == null) {
                        picks = picker.getPicks();
                        cachedNumbers.put(identity, picks);
                }
        }
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        for (int i = 0; i < picks.length; i++) { 
%>
     <TD>
     <IMG SRC="images/ball<%= picks[i] %>.gif" WIDTH="68" HEIGHT="76" ALIGN="BOTTOM" BORDER="0">
     </TD>

<%
     }
%>
</TR>
</TABLE>

</P>

<P ALIGN="CENTER"><BR>
<BR>
<IMG SRC="images/playrespon.gif" WIDTH="120" HEIGHT="73" ALIGN="BOTTOM" BORDER="0">

</BODY>
</HTML>

アプリケーションおよびセッション・イベント用のアプリケーションおよびセッション・イベント用のアプリケーションおよびセッション・イベント用のアプリケーションおよびセッション・イベント用の globals.jsaの例の例の例の例 — 
index1.jsp

この例では、globals.jsaファイルを使用して、アプリケーションとセッションのライ
フ・サイクル・イベントを処理しています。 アクティブ・セッション数、合計セッション数
およびアプリケーション・ページの合計ヒット回数がカウントされます。 これらの値は、そ
れぞれ application有効範囲でメンテナンスされます。 アプリケーション・ページ
（index1.jsp）により、要求ごとにページ・ヒット数が更新されます。 globals.jsa 
session_OnStartイベント・ハンドラにより、アクティブ・セッション数と合計セッショ
ン数が増分されます。 globals.jsa session_OnEndハンドラでは、アクティブ・セッ
ション数が 1ずつ減少します。

ページ出力は単純です。 新規セッションが開始すると、セッション・カウンタが出力されま
す。 ページ・カウンタは、要求ごとに出力されます。 それぞれの値の最終記録は、
globals.jsa application_OnEndイベント・ハンドラに出力されます。

この例では、次のことに注意してください。

� カウンタ変数の更新時には、値は application有効範囲でメンテナンスされるため、
アクセスを同期化する必要があります。 

� 件数値には、OracleJSPの oracle.jsp.jml.JmlNumber拡張データ型が使用されま
す。 これは、application有効範囲でのデータ値の使用を簡略化する組込みの Beanです。 
（JMLの拡張データ型については、5-2ページの「JMLの拡張データ型」を参照してく
ださい。）
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index1.jspのののの globals.jsaファイルファイルファイルファイル
<%@ taglib uri="oracle.jsp.parse.OpenJspRegisterLib" prefix="jml" %>

<event:application_OnStart>

      <%-- Initializes counts to zero --%>
      <jsp:useBean id="pageCount" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />
      <jsp:useBean id="sessionCount" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />
       <jsp:useBean id="activeSessions" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />
      <%-- Consider storing pageCount persistently -- If you do read it here --%>

</event:application_OnStart>

<event:application_OnEnd>

      <%-- Acquire beans --%>
      <jsp:useBean id="pageCount" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />
      <jsp:useBean id="sessionCount" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />
      <% application.log("The number of page hits were: " + pageCount.getValue() ); %>
       <% application.log("The number of client sessions were: " + sessionCount.getValue() ); %>
      <%-- Consider storing pageCount persistently -- If you do write it here --%>

</event:application_OnEnd>

<event:session_OnStart>

      <%-- Acquire beans --%>
      <jsp:useBean id="sessionCount" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />
      <jsp:useBean id="activeSessions" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />

      <%
        synchronized (sessionCount) {
                sessionCount.setValue(sessionCount.getValue() + 1);
      %>
                <br>
                Starting session #: <%= sessionCount.getValue() %> <br>
      <%
        }
      %>

      <% 
        synchronized (activeSessions) {
                activeSessions.setValue(activeSessions.getValue() + 1);
      %>
                There are currently <b> <%= activeSessions.getValue() %> </b> active sessions <p>
      <%
        }
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      %>

</event:session_OnStart>

<event:session_OnEnd>

      <%-- Acquire beans --%>
      <jsp:useBean id="activeSessions" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />

      <%
         synchronized (activeSessions) {
                activeSessions.setValue(activeSessions.getValue() - 1);
        }
      %>

</event:session_OnEnd>

index1.jspのソースのソースのソースのソース
<%-- Acquire beans --%>
<jsp:useBean id="pageCount" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />

<%
   synchronized(pageCount) {
        pageCount.setValue(pageCount.getValue() + 1);
   }
%>

This page has been accessed <b> <%= pageCount.getValue() %> </b>  times.
<p>

グローバル宣言用のグローバル宣言用のグローバル宣言用のグローバル宣言用の globals.jsaの例の例の例の例 — index2.jsp
この例では、globals.jsaファイルを使用して変数をグローバルに宣言しています。 これ
は、9-41ページの「アプリケーションおよびセッション・イベント用の globals.jsaの例 — 
index1.jsp」にあるイベント・ハンドラのサンプルに基づいていますが、3つのアプリケー
ション・カウンタ変数がグローバルに宣言されている点が異なります。 （これに対して、オ
リジナルのイベント・ハンドラのサンプルでは、各イベント・ハンドラと JSPページ自体で
jsp:useBean文を提供して、アクセスする Beanをローカルに宣言する必要があります。）

Beanをグローバルに宣言すると、すべてのイベント・ハンドラと JSPページ内で暗黙的に
宣言されます。
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index2.jspのののの globals.jsaファイルファイルファイルファイル
<%-- globally declares variables and initializes them to zero --%>

<jsp:useBean id="pageCount" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />
<jsp:useBean id="sessionCount" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />
<jsp:useBean id="activeSessions" class="oracle.jsp.jml.JmlNumber" scope = "application" />

<event:application_OnStart>

      <%-- Consider storing pageCount persistently -- If you do read it here --%>

</event:application_OnStart>

<event:application_OnEnd>

      <% application.log("The number of page hits were: " + pageCount.getValue() ); %>
       <% application.log("The number of client sessions were: " + sessionCount.getValue() ); %>

      <%-- Consider storing pageCount persistently -- If you do write it here --%>

</event:application_OnEnd>

<event:session_OnStart>

      <%
         synchronized (sessionCount) {
                sessionCount.setValue(sessionCount.getValue() + 1);
      %>

              <br>
              Starting session #: <%= sessionCount.getValue() %> <br>

      <%
        }
      %>

      <% 
        synchronized (activeSessions) {
                activeSessions.setValue(activeSessions.getValue() + 1);
      %>
                There are currently <b> <%= activeSessions.getValue() %> </b> active sessions <p>
      <%
        }
      %>

</event:session_OnStart>
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<event:session_OnEnd>

      <%
         synchronized (activeSessions) {
                activeSessions.setValue(activeSessions.getValue() - 1);
        }
      %>

</event:session_OnEnd>

index2.jspのソースのソースのソースのソース
<%-- pageCount declared in globals.jsa so active in all pages --%>

<%
   synchronized(pageCount) {
        pageCount.setValue(pageCount.getValue() + 1);
   }
%>

This page has been accessed <b> <%= pageCount.getValue() %> </b>  times.

<p>
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一般的なインストールと構成一般的なインストールと構成一般的なインストールと構成一般的なインストールと構成

この付録では、OracleJSPのインストール、OracleJSPを実行するWebサーバーの構成およ
び OracleJSPの構成に関する一般情報ついて説明します。 技術情報は、Apache/JServ、Sun 
Microsystems JavaServer Web Developer's Kit（JSWDK）および Tomcat（Sun 
Microsystemsとの協同開発による Apache製）など、一般的なWebサーバーおよびサーブ
レット環境に重点を置いています。 OracleJSPをサポートする Oracle環境の場合、インス
トールおよび構成指示については、該当する製品のドキュメントに言及しています。

Oracle Servlet Engineの場合、変換時構成は OracleJSPの事前変換ユーティリティのオプ
ションを介して処理されます。6-22ページの「ojspc事前変換ツール」を参照してください。

説明するトピックは、次のとおりです。

� システム要件

� OracleJSPのインストールとWebサーバーの構成

� OracleJSPの構成
成 A-1



システム要件
システム要件システム要件システム要件システム要件
OracleJSPは、pure Java環境です。 OracleJSPをインストールするシステムは、次の最小要
件を満たしている必要があります。

オペレーティング・
システム :

JDK 1.1.x以上をサポートする OS

Javaのバージョン : JDK 1.1.xまたは 1.2.x 
（プラットフォームで使用可能な最新バージョン、可能であれ
ば JDK 1.1.8以上を推奨）

Javaコンパイラ : JDKに付属の標準 javac
（ただし、代替コンパイラを使用することも可能）

Webサーバー : サーブレットをサポートするWebサーバー

サーブレット環境 : サーブレット仕様 2.0以上を実装しているサーブレット・コン
テナ

注意注意注意注意 : サーブレット環境に合ったサーブレット・ライブラリをシステム
にインストールし、Webサーバー構成ファイル内で CLASSPATHに挿入
する必要があります。 このライブラリには、javax.servlet.*パッケー
ジが含まれています。

たとえば、Apache/JServ環境（Oracle Internet Application Serverを含
む）の場合は、Sun Microsystems JSDK 2.0で提供される jsdk.jarが必
要です。 Sun Microsystems JSWDK環境の場合は、JSWDK 1.0で提供され
る servlet.jar（サーブレット バージョン 2.1）が必要です。 Tomcat環
境の場合は、Tomcat 3.1で提供される servlet.jar（サーブレット バー
ジョン 2.2）が必要です。 JSDK（Java Servlet Developer's Kit）を JSWDK
（JavaServer Web Developer's Kit）と混同しないでください。

Webサーバー構成ファイル内の CLASSPATH設定の詳細は、A-6ページ
の「OracleJSPを実行するWebサーバーおよびサーブレット環境の構成」
を参照してください。
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OracleJSPのインストールとのインストールとのインストールとのインストールと Webサーバーの構成サーバーの構成サーバーの構成サーバーの構成
この項では、各種 JSP環境向けの OracleJSPのインストールと関連Webサーバーの構成に
ついて説明します。 対象となる環境は、次のとおりです。

� Apache/JServ

� Sun Microsystems JSWDK

� Tomcat

� Oracle Servlet Engine（OSE）

� その他の Oracle環境

ここでは、ターゲット・システムが A-2ページの「システム要件」で指定した要件を満たし
ていることを前提としています。ターゲット・システムは、開発環境でも配布環境でもかま
いません。 また、次の操作上の知識も必要です。

� Javaの実行

� Javaコンパイラ（通常は標準の javac）の実行

� HTTPサーブレットの実行

OracleJSPの必須ファイルとオプション・ファイルの必須ファイルとオプション・ファイルの必須ファイルとオプション・ファイルの必須ファイルとオプション・ファイル
この項では、OracleJSPに必須の JARおよび ZIPファイルと、Oracle JDBCと SQLJの機能、
JMLまたは SQLのカスタム・タグ、カスタムのデータ・アクセス JavaBeansなどのオプ
ションを使用するための JARおよび ZIPファイルについて説明します。 ファイルの概要に続
いて、OracleJSPファイルを非 Oracle環境にインストールする方法と、OracleJSPをすでに
提供している Oracle環境をリスト形式で説明します。 

必須ファイルは、CLASSPATHにも追加する必要があります。 （A-7ページの「Webサー
バーの CLASSPATHへの OracleJSP関連の JARおよび ZIPファイルの追加」を参照してく
ださい。）

注意注意注意注意 :

� この付録の例は UNIX環境向けですが、基本情報（ディレクトリ名や
ファイル名など）は他の環境にも適用されます。

� Webサーバーの構成情報は、一般的な非 Oracle環境に重点を置いて
います。 Oracle環境については、特定の製品（Oracle Internet 
Application Serverや Oracle Web-to-goなど）のドキュメントを参照
してください。
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ファイルの概要ファイルの概要ファイルの概要ファイルの概要

OracleJSPに付属する次のファイルは、システムにインストールする必要があります。

� ojsp.jar（OracleJSP）

� xmlparserv2.jar（XMLの解析用 — web.xmlディプロイメント・ディスクリプタと
すべてのタグ・ライブラリ・ディスクリプタに必須）

� servlet.jar（標準サーブレット・ライブラリ、サーブレット バージョン 2.2）

また、JSPページで Oracle JSPマークアップ言語（JML）タグ、SQLタグまたは
Database-Access JavaBeansを使用する場合は、次のファイルが必要です。

� ojsputil.jar

� xsu12.jar（JDK 1.2.xの場合）または xsu111.jar（JDK 1.1.xの場合）（OSE内、ま
たはクライアント側の XML機能用）

Oracle Servlet Engine内で実行するには、ojsputil.jarのインストール前または同時に、
xsu12.jarまたは xsu111.jarをインストールする必要があります（これは、Oracle8iの
標準インストールでは自動的に処理されます）。 ただし、クライアント環境で実行するには、
Database-Access JavaBeansで XML機能（結果セットを XML文字列として取得するなど）
を使用する場合にのみ、xsu12.jarまたは xsu111.jarが必要です。 xsu12.jarおよび
xsu111.jarファイルは、Oracle8iリリース 8.1.7に組み込まれています。

サーブレット・ライブラリに関する注意サーブレット・ライブラリに関する注意サーブレット・ライブラリに関する注意サーブレット・ライブラリに関する注意  OracleJSP 8.1.7には、サーブレット・ライブラリの
バージョン 2.2が必要で、このバージョンのサーブレット・ライブラリが付属しています。
このライブラリには、標準 javax.servlet.*パッケージが含まれています。 同様に、Web
サーバー環境では、サーブレット・ライブラリの異なるバージョンが提供されます。 
CLASSPATHでは、OracleJSPのバージョンの前にWebサーバーのバージョンを指定する
必要があります。詳細は、A-7ページの「Webサーバーの CLASSPATHへの OracleJSP関
連の JARおよび ZIPファイルの追加」を参照してください。

表 A-1は、サーブレット・ライブラリのバージョンをまとめたものです。 Sun Microsystems 
JSWDK（JavaServer Web Developer's Kit）を Sun Microsystems JSDK（Java Servlet 
Developer's Kit）と混同しないでください。 

注意注意注意注意 : Oracle8i製品 CDにおける前述のファイルの位置については、
『Oracle8i Java開発者ガイド』を参照してください。
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（Apache/JServの場合は、jsdk.jarを別途ダウンロードする必要があります。）

以降は、特定のオプション機能や拡張機能を使用する場合にのみ必要なファイルについて説
明します。

JDBC用のファイル（オプション）用のファイル（オプション）用のファイル（オプション）用のファイル（オプション）  Oracle JDBCを使用する場合の必須ファイルは、次のとお
りです。 （Oracle SQLJでは Oracle JDBCが使用されるため注意してください。）

� classes12.zip（JDK 1.2.x環境の場合）

または

� classes111.zip（JDK 1.1.x環境の場合）

SQLJ用のファイル（オプション）用のファイル（オプション）用のファイル（オプション）用のファイル（オプション）  JSPページで Oracle8iアクセスに Oracle SQLJを使用する
場合の必須ファイルは、次のとおりです。

� translator.zip（SQLJトランスレータ用、JDK 1.2.xまたは 1.1.xの場合）

次の適切な SQLJランタイムも必要です。

� runtime12.zip（JDK 1.2.xで Oracle JDBC 8.1.7を使用する場合）

または

� runtime12ee.zip（JDK 1.2.x Enterprise Editionで Oracle JDBC 8.1.7を使用する場合）

または

� runtime11.zip（JDK 1.1.xで Oracle JDBC 8.1.7を使用する場合）

または

� runtime.zip（汎用 : JDK 1.2.xまたは 1.1.xで Oracle JDBCの任意のバージョンを使用
する場合）

（JDK 1.2.x Enterprise Editionでは、SQLJ ISO仕様に準拠するデータソース・サポートが可
能です。）

表表表表 A-1 サーブレット・ライブラリのバージョンサーブレット・ライブラリのバージョンサーブレット・ライブラリのバージョンサーブレット・ライブラリのバージョン 

サーブレット・ライブラリサーブレット・ライブラリサーブレット・ライブラリサーブレット・ライブラリ
のバージョンのバージョンのバージョンのバージョン ライブラリ・ファイル名ライブラリ・ファイル名ライブラリ・ファイル名ライブラリ・ファイル名 提供製品提供製品提供製品提供製品 :

サーブレット 2.2 servlet.jar OracleJSP、Tomcat 3.1

サーブレット 2.1 servlet.jar Sun JSWDK 1.0

サーブレット 2.0 jsdk.jar Sun JSDK 2.0、Apache/JServでも使用
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OracleJSPを提供するを提供するを提供するを提供する Oracle環境環境環境環境
次のバージョン以降の Oracle環境では、OracleJSPとWebサーバーまたはWebリスナーが
提供されます。 

� Oracle Servlet Engine（OSE）8.1.7

� Oracle Internet Application Server 1.0.0

� Oracle Application Server 4.0.8.2

� Oracle Web-to-go 1.3（Oracle8i Liteと併用可能）

� Oracle JDeveloper 3.0

前述のどの環境でも、OracleJSPコンポーネントは製品インストールの対象に含まれていま
す。 

OSEをターゲットとしている場合は、クライアント側の開発およびテスト環境が必要です。
通常は Oracle JDeveloper、または Oracle以外の開発ツールを使用します。 開発環境での予
備テストを完了した後に、JSPページを Oracle8iデータベースに配布できます。第 6章
「JSPの変換と配布」を参照してください。 

OracleJSPを実行するを実行するを実行するを実行する Webサーバーおよびサーブレット環境の構成サーバーおよびサーブレット環境の構成サーバーおよびサーブレット環境の構成サーバーおよびサーブレット環境の構成
OracleJSPページを実行できるようにWebサーバーを構成するには、次の一般的なステップ
が必要です。

1. OracleJSP関連の JARおよび ZIPファイルをWebサーバーの CLASSPATHに追加しま
す。

2. JSPファイル名拡張子（.jspと .JSP、および、オプションで .sqljspと .SQLJSP）
を、OracleJSPコンテナのフロントエンドの Oracleの JspServletにマップするよう
に、Webサーバーを構成します。

これらのステップはすべてのWebサーバー環境に適用されますが、この項では最も一般的
な非 Oracle環境、つまり、Apache/JServ、Sun Microsystems JSWDKおよび Tomcatに重
点を置いています。

Oracle8i JVM環境で提供される Oracle Servlet Engineは、OracleJSPを実行するようにイン
ストール時に自動的に構成されます。 他の Oracle環境については、手順に違いがあるため、
該当する製品のドキュメントを参照してください。 （インストールおよび構成手順の大部分
は、自動的に実行できます。）
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Webサーバーのサーバーのサーバーのサーバーの CLASSPATHへのへのへのへの OracleJSP関連の関連の関連の関連の JARおよびおよびおよびおよび ZIPファファファファ
イルの追加イルの追加イルの追加イルの追加
Webサーバーの CLASSPATHを更新し、OracleJSPに必須の JARおよび ZIPファイルを正
しい順序で追加する必要があります。 （特に、後述するように、サーブレット バージョン
2.2の servlet.jarを CLASSPATHに挿入する位置に注意する必要があります。）該当す
るファイルは、次のとおりです。

� ojsp.jar

� xmlparserv2.jar

� servlet.jar（サーブレット バージョン 2.2）

（OracleJSPに付属する servlet.jarは、Tomcat 3.1に付属する servlet.jarと同
一です。）

� ojsputil.jar（オプション。JMLタグ、SQLタグおよび Database-Access JavaBeans
用）

� xsu12.jar（JDK 1.2.xの場合）または xsu111.jar（JDK 1.1.xの場合）（オプション。
JMLタグ、SQLタグおよび Database-Access JavaBeans用。A-4ページの「ファイルの
概要」を参照）

� その他、必要に応じて JDBCおよび SQLJ用のオプションの ZIPおよび JARファイル
（A-4ページの「ファイルの概要」を参照）

Apache/JServ環境環境環境環境  Apache/JServ環境の場合は、JServの confディレクトリにある
jserv.propertiesファイルに適切な wrapper.classpathコマンドを追加します。 
jsdk.jarはすでに CLASSPATHに存在しています。 このファイルは Sun Microsystems 
JSDK 2.0に付属しており、Apache/JServに必要なサーブレット バージョン 2.0の
javax.servlet.*パッケージを提供します。 JDK環境用のファイルも、すでに
CLASSPATHに存在します。

次の例（UNIXのディレクトリ・パスを使用する場合）では、OracleJSP、JDBCおよび
SQLJ用のファイルを挿入しています。 （[Oracle_Home]を実際の Oracleホームのパスに
置き換えてください。）

# servlet 2.0 APIs (required by Apache/JServ, from Sun JSDK 2.0):
wrapper.classpath=jsdk2.0/lib/jsdk.jar
#

重要重要重要重要 : OracleJSPで javac（または javaccmd構成パラメータの設定に
よっては代替 Javaコンパイラ）を検索できることも確認する必要があり
ます。 JDK 1.1.x環境の javacの場合は、JDKの classes.zipファイル
をWebサーバーの CLASSPATHに指定する必要があります。 JDK 1.2.x環
境の javacの場合は、JDKの tools.jarファイルをWebサーバーの
CLASSPATHに指定する必要があります。
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# servlet 2.2 APIs (required and provided by OracleJSP):
wrapper.classpath=[Oracle_Home]/ojsp/lib/servlet.jar
# OracleJSP packages:
wrapper.classpath=[Oracle_Home]/ojsp/lib/ojsp.jar
wrapper.classpath=[Oracle_Home]/ojsp/lib/ojsputil.jar
# XML parser (used for servlet 2.2 web deployment descriptor):
wrapper.classpath=[Oracle_Home]/ojsp/lib/xmlparserv2.jar
# JDBC libraries for Oracle database access (JDK 1.2.x environment):
wrapper.classpath=[Oracle_Home]/ojsp/lib/classes12.zip
# SQLJ translator (optional):
wrapper.classpath=[Oracle_Home]/ojsp/lib/translator.zip
# SQLJ runtime (optional) (for JDK 1.2.x enterprise edition):
wrapper.classpath=[Oracle_Home]/ojsp/lib/runtime12.zip

次の useBeanコマンドを実行した場合の例を考えます。

<jsp:useBean id="queryBean" class="mybeans.JDBCQueryBean" scope="session" />

次の wrapper.classpathコマンドを jserv.propertiesファイルに追加できます（こ
の例は、Windows NT環境の場合です）。

wrapper.classpath=D:¥Apache¥Apache1.3.9¥beans¥

また、JDBCQueryBean.classの位置を次のように識別する必要があります。

D:¥Apache¥Apache1.3.9¥beans¥mybeans¥JDBCQueryBean.class

JSWDK環境環境環境環境  jswdk-1.0ルート・ディレクトリ内で startserverスクリプトを更新し、
OracleJSPファイルを環境変数 jspJarsに追加します。 UNIXの場合はコロン（:）、
Windows NTの場合はセミコロン（;）など、オペレーティング・システムの適切なディレ
クトリ構文とセパレータ文字を使用して、それを最後に表示される .jarファイルに追加し
ます。次に例を示します。

jspJars=./lib/jspengine.jar:./lib/ojsp.jar:./lib/ojsputil.jar

この例（UNIX構文）では、JARファイルが jswdk-1.0ルート・ディレクトリの libサブ
ディレクトリにあるとします。

同様に、startserverスクリプトを更新し、次のように、環境変数 miscJars内で必須
ファイルを追加指定します。

miscJars=./lib/xml.jar:./lib/xmlparserv2.jar:./lib/servlet.jar

重要重要重要重要 : Apache/JServ環境の場合は、CLASSPATH内で jsdk.jarを
servlet.jarの前に挿入する必要があります。 
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この例（UNIX構文）でも、各ファイルは jswdk-1.0ルート・ディレクトリの libサブ
ディレクトリにあるとします。 

Tomcat環境環境環境環境  Tomcatの場合、CLASSPATHにファイルを追加する手順は、この項で説明す
る他のサーブレット環境に比べて、オペレーティング・システムへの依存度が高くなってい
ます。

UNIXオペレーティング・システムの場合は、OracleJSPの JARおよび ZIPファイルを
[TOMCAT_HOME]/libディレクトリにコピーします。 このディレクトリは、Tomcatの
CLASSPATHに自動的に挿入されます。 

Windows NTオペレーティング・システムの場合は、[TOMCAT_HOME]¥binディレクトリ
にある tomcat.batファイルを更新し、各 OracleJSPファイルを環境変数 CLASSPATHに個
別に追加します。 次の例は、各ファイルを [TOMCAT_HOME]¥libディレクトリにコピーし
た場合です。

                  set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%TOMCAT_HOME%¥lib¥ojsp.jar;%TOMCAT_HOME%¥lib¥ojsputil.jar

サーブレット バージョン 2.2の servlet.jar（OracleJSPに付属するものと同一バージョ
ン）は、すでに Tomcatとともに挿入されているため、考慮する必要はありません。

Oracle JspServletへのへのへのへの JSPファイル名拡張子のマッピングファイル名拡張子のマッピングファイル名拡張子のマッピングファイル名拡張子のマッピング
Webサーバーを次のように構成する必要があります。

� 適切なファイル名拡張子を JSPページとして認識させる

.jspと .JSPをマップします。 JSPページで Oracle SQLJが使用される場合は、

.sqljspと .SQLJSPもマップします。

� JSPページの処理を開始するサーブレットを検索して実行する

OracleJSPでは、これは oracle.jsp.JspServletで、OracleJSPコンテナのフロント
エンドと見なすことができます。

重要重要重要重要 : JSWDK環境では、サーブレット バージョン 2.1の servlet.jar
（Sun JSWDK 1.0に付属）を、CLASSPATH内でサーブレット バージョン

2.2の servlet.jar（OracleJSPに付属）より前に挿入する必要がありま
す。 

サーブレット バージョン 2.1は、通常は環境変数 jsdkJars内に挿入され
ています。 CLASSPATH全体は、jsdkJars、jspJarsおよび miscJars
など、様々な環境変数 xxxJarsの組合せで構成されています。 
startserverスクリプトを調べて、miscJarsが CLASSPATH内で
jsdkJarsの後に追加されていることを確認します。
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Apache/JServ環境環境環境環境  Apache/JServ環境では、各 JSPファイル名拡張子を Oracleの
JspServletに一度にマップできます。 JServの confディレクトリ内で構成ファイル
jserv.confまたは mod_jserv.confを更新し、このマッピングを実行する
ApJServActionコマンドを追加します。 

（旧バージョンの場合は、かわりに Apacheの confディレクトリにある httpd.confファ
イルを更新する必要があります。 新バージョンの場合は、jserv.confまたは
mod_jserv.confファイルが実行時に httpd.confに「挿入」されます。httpd.conf
ファイルを調べて、どちらが挿入されているかを確認してください。） 

次に例を示します（UNIX構文を使用する場合）。

# Map file name extensions (.sqljsp and .SQLJSP are optional).
ApJServAction .jsp /servlets/oracle.jsp.JspServlet
ApJServAction .JSP /servlets/oracle.jsp.JspServlet
ApJServAction .sqljsp /servlets/oracle.jsp.JspServlet
ApJServAction .SQLJSP /servlets/oracle.jsp.JspServlet

このコマンドで oracle.jsp.JspServletに使用するパスは、ファイル・システム内のリ
テラルのディレクトリ・パスではありません。 指定するパスは、サーブレット・ゾーンのマ
ウント方法、ゾーン・プロパティ・ファイル名およびサーブレットのリポジトリとして指定
されているファイル・システム・ディレクトリなど、Apache/JServのサーブレット構成に
応じて異なります。 （「サーブレット・ゾーン」は、「サーブレット・コンテキスト」と同じ
概念を表す Apache/JServ用語です。） 詳細は、Apache/JServのドキュメントを参照してく
ださい。

JSWDK環境環境環境環境  JSWDK環境で、各 JSPファイル名拡張子を Oracleの JspServletにマップす
るには、2つのステップが必要です。

最初のステップでは、各サーブレット・コンテキストの WEB-INFディレクトリにある
mappings.propertiesファイルを更新し、JSPファイル拡張子を定義します。 そのために
は、次のコマンドを使用します。

# Map JSP file name extensions (.sqljsp and .SQLJSP are optional).
.jsp=jsp
.JSP=jsp
.sqljsp=jsp
.SQLJSP=jsp

重要重要重要重要 : 前述の構成では、OracleJSPにより .jspと .JSPのどちらのファ
イル名拡張子を使用するページ参照もサポートされますが、大 /小文字区
別のある環境では参照の大 /小文字が実際のファイル名と一致する必要が
あります。 ファイル名が file.jspであれば、そのとおりに参照できます
が、file.JSPとしては参照できません。ファイル名が file.JSPであ
れば、そのとおりに参照できますが、file.jspとしては参照できません
（これは、.sqljspと .SQLJSPの場合も同様です）。
A-10　Oracle8i JavaServer Pages 開発者ガイドおよびリファレンス                              



OracleJSPのインストールと Webサーバーの構成
2番目のステップでは、各サーブレット・コンテキストの WEB-INFディレクトリにある
servlet.propertiesファイルを更新し、JSP処理を開始するサーブレットとして Oracle 
JspServletを定義します。 また、JSP参照実装用に以前に定義したマッピングをコメント
解除してください。 そのためには、次のコマンドを実行します。

#jsp.code=com.sun.jsp.runtime.JspServlet (replacing this with Oracle)
jsp.code=oracle.jsp.JspServlet

Tomcat環境環境環境環境  Tomcat環境では、各 JSPファイル名拡張子を Oracleの JspServletに一度に
マップできます。 web.xmlファイルのサーブレット・マッピング・セクションを次のように
更新します。 

# Map file name extensions (.sqljsp and .SQLJSP are optional).

<servlet-mapping>
   <servlet-name>
      oracle.jsp.JspServlet
   </servlet-name>
   <url-pattern>
      *.jsp
   </url-pattern>
</servlet-mapping>

<servlet-mapping>
   <servlet-name>
      oracle.jsp.JspServlet
   </servlet-name>
   <url-pattern>
      *.JSP
   </url-pattern>
</servlet-mapping>

<servlet-mapping>
   <servlet-name>
      oracle.jsp.JspServlet
   </servlet-name>
   <url-pattern>
      *.sqljsp

注意注意注意注意 : グローバルな web.xmlファイルは、[TOMCAT_HOME]/confディ
レクトリにあります。 このファイル内の設定を、特定のアプリケーション
についてオーバーライドするには、特定のアプリケーション・ルートの
WEB-INFディレクトリにある web.xmlファイルを更新します。
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   </url-pattern>
</servlet-mapping>

<servlet-mapping>
   <servlet-name>
      oracle.jsp.JspServlet
   </servlet-name>
   <url-pattern>
      *.SQLJSP
   </url-pattern>
</servlet-mapping>

オプションで、次のように oracle.jsp.JspServletクラス名の別名を設定できます。

<servlet>
   <servlet-name>
      ojsp
   </servlet-name>
   <servlet-class>
      oracle.jsp.JspServlet
   </servlet-class>
   ...
</servlet>

この別名を設定すると、次のように、他の設定にクラス名ではなく ojspを使用できます。

<servlet-mapping>
   <servlet-name>
      ojsp
   </servlet-name>
   <url-pattern>
      *.jsp
   </url-pattern>
</servlet-mapping>
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OracleJSPの構成の構成の構成の構成
OracleJSPのフロントエンド・サーブレット JspServletでは、OracleJSPの操作を制御す
る多数の構成パラメータがサポートされます。 各パラメータは、JspServletのサーブレッ
ト初期化パラメータとして設定します。 その設定方法は、使用中のWebサーバーおよびサー
ブレット環境に応じて異なります。

この項では、OracleJSPの構成パラメータと、最も一般的なWebサーバーおよびサーブレッ
ト環境での設定方法について説明します。 

この種のパラメータのうち、OracleJSPが付属している Oracle製品に重要なものは限られて
います。また、その設定方法も製品ごとに異なる場合があります。 詳細は、各製品のドキュ
メントを参照してください。 

通常、Oracle Servlet Engineに適用される構成設定は、OracleJSPの事前変換ツール
（ojspc）の等価オプションとしてサポートされます。 OSEでは、JSPページの変換や実行に

Oracleの JspServletは使用されません。

OracleJSPの構成パラメータ（非の構成パラメータ（非の構成パラメータ（非の構成パラメータ（非 OSE））））
この項では、Apache/JServ、Sun Microsystems JSWDKまたは Tomcatなどの環境向けに、
Oracleの JspServletでサポートされる構成パラメータについて説明します。 （Oracle 
Internet Application Serverでは、Apache/JServ環境が使用されるため注意してください。）

Oracle Servlet Engine環境では、等価の構成機能の一部が等価の ojspcオプションを介して
サポートされます。

構成パラメータの概要表構成パラメータの概要表構成パラメータの概要表構成パラメータの概要表
表 A-2は、Oracleの JspServlet（OracleJSPコンテナのフロントエンド）でサポートされ
る構成パラメータの概要を示しています。 この表には、パラメータごとに次の情報が含まれ
ています。

� ページの変換中または実行中に使用されるかどうか。

� 通常、開発環境または配布環境、あるいはその両方に重要かどうか。

� Oracle Servlet Engine（JspServletを使用しない環境）をターゲットとするページに
対する等価の ojspc変換オプション。

OSEでは、ランタイム構成パラメータはサポートされません。

次の点に注意してください。

� パラメータ bypass_source、emit_debuginfo、external_resource、javaccmd
および sqljcmdは、リリース 1.1.0.0.0以前の OracleJSPではサポートされていません
でした。

� パラメータ alias_translationは、Apache/JServ環境専用です。
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� パラメータ session_sharingは、globals.jsa専用です（Apache/JServなどの
サーブレット 2.0環境の場合）。

注意注意注意注意 :

� ojspcのオプションの詳細は、6-22ページの「ojspc事前変換ツール」
を参照してください。

� 実行時と変換時の違いは、リアルタイムの変換環境では特に重要では
ありませんが、OSEに関しては重要な場合があります。

表表表表 A-2 OracleJSPの構成パラメータの構成パラメータの構成パラメータの構成パラメータ 

パラメータパラメータパラメータパラメータ
関連する関連する関連する関連する ojspc
のオプションのオプションのオプションのオプション 説明説明説明説明 デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト

JSPの変換またはの変換またはの変換またはの変換または
実行のどちらに実行のどちらに実行のどちらに実行のどちらに
使用するか使用するか使用するか使用するか

開発環境または開発環境または開発環境または開発環境または
配布環境のどちら配布環境のどちら配布環境のどちら配布環境のどちら
で使用するかで使用するかで使用するかで使用するか

alias_translation
（（（（Apache固有）固有）固有）固有）

該当なし ブール。trueに設定す
ると、JSPページ参照に
ついてディレクトリ別名
に関する Apache/JServ
の制限事項を回避できま
す。

false 実行 開発および配布

bypass_source 該当なし ブール。trueに設定す
ると、OracleJSPでは
.jspソースに対する
FileNotFound例外が
無視されます。ソースが
使用できない場合は、事
前変換およびコンパイル
済みのコードを使用しま
す。

false 実行 配布（JDeveloper
でも使用）

classpath -addclasspath
（関連はあるが
異なる機能）

OracleJSPクラスのロー
ド用の追加の
CLASSPATHエントリで
す。

null
（追加のパ
スなし）

変換または実行 開発および配布

developer_mode 該当なし ブール。falseに設定
すると、ページが要求さ
れたときにタイムスタン
プはチェックされず、再
変換が必要かどうかは検
査されません。

true 実行 開発および配布
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emit_debuginfo -debug ブール。trueに設定す
ると、デバッグ用に元の
.jspファイルへのライ
ン・マップが生成されま
す。

false 変換 開発

external_resource -extres ブール。trueに設定す
ると、OracleJSPにより、
変換中にページの静的コ
ンテンツがすべて、別の
Javaリソース・ファイル
に格納されます。

false 変換 開発および配布

javaccmd -noCompile Javaコンパイラのコマン
ドライン — javacオプ
ション、または別の
JVM内で実行される代
替 Javaコンパイラ
（nullは、JDK javac
をデフォルト・オプショ
ンで使用することを意味
します）。

null 変換 開発および配布

page_repository_ro
ot

-srcdir
-d

OracleJSPで JSPページ
のロードと生成に使用す
る代替ルート・ディレク
トリ（完全修飾パス）。

null
（デフォル
ト・ルート
を使用）

変換または実行 開発および配布

session_sharing
（（（（globals.jsaで使用）で使用）で使用）で使用）

該当なし ブール。trueに設定す
ると、JSPセッション・
データは、
globals.jsaを使用し
てアプリケーションの基
礎となるサーブレット・
セッションに伝播されま
す。

true 実行 開発および配布

表表表表 A-2 OracleJSPの構成パラメータの構成パラメータの構成パラメータの構成パラメータ （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
関連する関連する関連する関連する ojspc
のオプションのオプションのオプションのオプション 説明説明説明説明 デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト

JSPの変換またはの変換またはの変換またはの変換または
実行のどちらに実行のどちらに実行のどちらに実行のどちらに
使用するか使用するか使用するか使用するか

開発環境または開発環境または開発環境または開発環境または
配布環境のどちら配布環境のどちら配布環境のどちら配布環境のどちら
で使用するかで使用するかで使用するかで使用するか
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構成パラメータの説明構成パラメータの説明構成パラメータの説明構成パラメータの説明
この項では、OracleJSPの構成パラメータについて詳しく説明します。

alias_translation  （ブール。OracleJSPのデフォルト : false）（（（（Apache固有）固有）固有）固有）

このパラメータにより、OracleJSPでは Apache/JServでのディレクトリ別名の処理方法に
対する制限事項を回避できます。 現行の制限事項の詳細は、4-34ページの「ディレクトリ別
名の変換」を参照してください。

httpd.confディレクトリ別名コマンド（次の例など）を Apache/JServサーブレット環境
で正常に機能させるには、alias_translationを trueに設定する必要があります。

Alias /icons/ "/apache/apache139/icons/"

sqljcmd 該当なし SQLJのコマンドライン 
— sqljオプション、ま
たは別の JVM内で実行
される代替 SQLJトラン
スレータ（nullは、
OracleJSPに付属する
Oracle SQLJバージョン
をデフォルトのオプショ
ン設定で使用することを
意味します）。

null 変換 開発および配布

translate_params 該当なし ブール。trueに設定す
ると、マルチバイト・
コード化を実行しない
サーブレット・コンテナ
がオーバーライドされま
す。

false 実行 開発および配布

unsafe_reload 該当なし ブール。trueに設定す
ると、JSPページが再変
換され再ロードされて
も、アプリケーションと
セッションはそのたびに
再起動されません。

false 実行 開発

表表表表 A-2 OracleJSPの構成パラメータの構成パラメータの構成パラメータの構成パラメータ （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
関連する関連する関連する関連する ojspc
のオプションのオプションのオプションのオプション 説明説明説明説明 デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト

JSPの変換またはの変換またはの変換またはの変換または
実行のどちらに実行のどちらに実行のどちらに実行のどちらに
使用するか使用するか使用するか使用するか

開発環境または開発環境または開発環境または開発環境または
配布環境のどちら配布環境のどちら配布環境のどちら配布環境のどちら
で使用するかで使用するかで使用するかで使用するか
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bypass_source  （ブール。OracleJSPのデフォルト : false）

通常、JSPページが要求された場合に、OracleJSPで対応する .jspソース・ファイルが見つ
からなければ、ページ実装クラスが見つかった場合でも、FileNotFound例外が発生しま
す。 （デフォルトでは、OracleJSPでページ・ソースがチェックされ、ページ実装クラスの
生成後に変更があったかどうかが検査されるためです。）

OracleJSPでページ・ソースが見つからない場合でも、処理を進行させ、ページ実装クラス
を実行するには、このパラメータを trueに設定します。

bypass_sourceが有効化されている場合は、ソースが使用可能で必要であれば、
OracleJSPで再変換の要否がチェックされます（必要かどうかを決定する要素の 1つは、
developer_modeパラメータの設定です）。

classpath  （完全修飾パス。OracleJSPのデフォルト : null）

このパラメータを使用して、JSPページの変換、コンパイルまたは実行中に使用される
OracleJSPのデフォルトの classpathに classpathエントリを追加します。 OracleJSPの
CLASSPATHとクラス・ローダーの詳細は、4-19ページの「CLASSPATHとクラス・ロー
ダーの問題（非 OSEのみ）」を参照してください。

正確な構文は、Webサーバー環境とオペレーティング・システムに応じて異なります。 例に
ついては、A-23ページの「OracleJSPの構成パラメータ設定」を参照してください。

OracleJSPでは、通常クラスが独自の CLASSPATH（この classpathパラメータからのエ
ントリなど）、システムの CLASSPATH、Webサーバーの CLASSPATH、ページ・リポジト
リおよび JSPアプリケーションのルート・ディレクトリに対する事前定義済みの相対位置か
らロードされます。 

classpathで指定したパスを介してロードされるクラスは、システムのクラス・ローダー
ではなく JSPのクラス・ローダーによりロードされるため注意してください。 JSPの実行中
には、JSPのクラス・ローダーによりロードされたクラスと、システムのクラス・ローダー
や他のクラス・ローダーによりロードされたクラスの間では、相互にアクセスできません。

注意注意注意注意 :

� bypass_sourceオプションは、ソースではなく生成されるクラスの
みが含まれる配布環境で役立ちます。 （関連する説明については、
6-65ページの「バイナリ・ファイルのみの配布」を参照してくださ
い。）

� Oracle JDeveloperでは、JSPソースをファイルに保存する前に JSP
ページを変換して実行できるように、bypass_sourceが有効化され
ます。
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developer_mode  （ブール。OracleJSPのデフォルト : true）

このフラグを falseに設定し、OracleJSPに対して、ページが要求されたときに、ページ実
装クラスのタイムスタンプを .jspソース・ファイルのタイムスタンプと定期的に比較しな
いように指示します。 通常、OracleJSPでは、ページ実装クラスの生成後にソースが変更さ
れたかどうか、毎回チェックされます。 変更された場合は、OracleJSPによりページが再変
換されます。 developer_mode=falseに設定すると、ページまたはアプリケーションに関
する初回要求時にのみ、OracleJSPでチェックされます。 後続の要求では、単に生成された
ページ実装クラスが再実行されます。

通常、特にコード変更がなく、パフォーマンスが重要である配布環境では、
developer_modeを falseに設定することをお薦めします。

emit_debuginfo  （ブール。OracleJSPのデフォルト : false）（開発者用）（開発者用）（開発者用）（開発者用）

このフラグを trueに設定し、OracleJSPに対して、デバッグ用に元の .jspファイルへの
ライン・マップを生成するように指示します。 このフラグを trueに設定しない場合は、生
成されたページ実装クラスにマップされます。

注意注意注意注意 :

� OracleJSPのランタイム自動クラス再ロード機能が適用されるのは、
OracleJSPの CLASSPATH内のクラスのみです。 これには、この
classpathパラメータを介して指定したパスが含まれます。 （この
機能については、4-24ページの「クラスの動的再ロード」を参照して
ください。）

� Oracle Servlet Engine内で実行するページを事前変換する場合は、
ojspcの -addclasspathオプションにより、一部関連するが異な
る機能が提供されます。 6-26ページの「ojspcのオプションの説明」を
参照してください。

注意注意注意注意 :

� Oracle JDeveloperでは、emit_debuginfoが有効化されます。

� Oracle Servlet Engine内で実行するページを事前変換する場合は、
ojspcの -debugオプションが等価になります。 6-26ページの
「ojspcのオプションの説明」を参照してください。
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external_resource  （ブール。OracleJSPのデフォルト : false）

このフラグを trueに設定し、OracleJSPトランスレータに対して、生成された静的コンテ
ンツ（静的 HTMLコードを出力する Java出力コマンド）を、生成されたページ実装クラス
のサービス・メソッドではなく、Javaリソース・ファイルに格納するように指示します。

リソース・ファイル名は、JSPページ名に基づいています。 リリース 8.1.7では、JSP名と同
じ名前になりますが、.res接尾辞が付いています。 （たとえば、MyPage.jspを変換する
と、標準出力に加えて MyPage.resが作成されます。 ただし、正確な実装は将来のリリース
で変更されることがあります。）

リソース・ファイルは、生成されたクラス・ファイルと同じディレクトリに格納されます。

1ページに大量の静的コンテンツが含まれている場合は、この技法を使用すると変換が高速
化され、ページの実行も高速化されることがあります。 極端な場合は、サービス・メソッド
が Java VMで適用される 64KBのメソッド・サイズ制限を超えなくなることもあります。 詳
細は、4-12ページの「JSPページの大量の静的コンテンツに関する回避策」を参照してくだ
さい。

javaccmd  （コンパイラの実行可能ファイル。OracleJSPのデフォルト : null）

このパラメータは、次の 2つの状況に役立ちます。

� javacコマンドライン・オプションを設定する場合（ただし、通常はデフォルト設定で
十分です）。

� javac以外のコンパイラを使用する場合（オプションでコマンドライン・オプションを
含みます）。

代替コンパイラを指定すると、OracleJSPでは、OracleJSPの JVM内で JDKのデフォルト・
コンパイラが起動されるかわりに、その実行可能ファイルが別の JVM内で別個のプロセス
として起動されます。 実行可能ファイルのフルパスを指定する方法と、実行可能ファイルの
みを指定して OracleJSPにシステム・パス内で検索させる方法があります。

次の javaccmd設定では、javac -verboseオプションが有効化されます。

javaccmd=javac -verbose

正確な構文は、サーブレット環境によって異なります。 A-23ページの「OracleJSPの構成パ
ラメータ設定」を参照してください。

注意注意注意注意 : Oracle Servlet Engine内で実行するページを事前変換する場合は、
ojspcの -extresオプションが等価です。 

ojspc -hotloadオプションも関連があります。このオプションでは、
Oracle8iへのホットロードを可能にする追加ステップとともに -extres
機能が実行されます。 6-26ページの「ojspcのオプションの説明」を参照し
てください。
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page_repository_root  （完全修飾ディレクトリ・パス。OracleJSPのデフォルト : null）

OracleJSPでは、変換済み JSPページの生成やロードに、Webサーバーのドキュメント・リ
ポジトリが使用されます。 オンデマンド変換の使用例の場合、デフォルトのルート・ディレ
クトリはWebサーバーのドキュメント・ルート・ディレクトリ（Apache/JServの場合）、
またはページが属するアプリケーションのサーブレット・コンテキストのルート・ディレク
トリです。 JSPページのソースは、ルート・ディレクトリまたはそのサブディレクトリに存
在します。 生成されたファイルは、_pagesサブディレクトリまたは対応するサブディレク
トリに書き込まれます。

OracleJSPに対して異なるルート・ディレクトリを使用するように指示するには、
page_repository_rootオプションを設定します。

ルート・ディレクトリおよび _pagesサブディレクトリに対するファイルの相対位置につい
ては、6-7ページの「OracleJSPトランスレータの出力ファイルの位置」を参照してくださ
い。

session_sharing  （ブール。OracleJSPのデフォルト : true）（（（（globals.jsaで使用）で使用）で使用）で使用）

サーブレット 2.0環境など、アプリケーションに globals.jsaファイルが使用される場
合、各 JSPページには個別の JSPセッション・ラッパーが使用されます。このラッパーは、
サーブレット・コンテナにより提供される単一のサーブレット全体のセッション・オブジェ
クトに連結されています。

注意注意注意注意 :

� 指定した Javaコンパイラを CLASSPATHにインストールし、フロン
トエンド・ユーティリティ（該当する場合）はシステム・パスにイン
ストールする必要があります。

� Oracle Servlet Engine内で実行するページを事前変換する場合は、
ojspcの -noCompileオプションで同様の機能を実行できます。 そ
の場合、javacではコンパイルされないため、必要なコンパイラを使
用して変換済みクラスを手動でコンパイルできます。 6-26ページの
「ojspcのオプションの説明」を参照してください。

注意注意注意注意 :

� 指定したディレクトリ、_pagesサブディレクトリおよび該当するす
べてのサブディレクトリは、存在しない場合自動的に作成されます。

� Oracle Servlet Engine内で実行するページを事前変換する場合は、
ojspcのオプション -srcdirおよび -dで関連機能が提供されます。 
6-26ページの「ojspcのオプションの説明」を参照してください。
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この状況では、session_sharingパラメータをデフォルトの trueに設定すると、JSP
セッションのデータは基礎となるサーブレット・セッションに伝播されます。 これにより、
アプリケーション内のサーブレットは、同一アプリケーション内の JSPページのセッショ
ン・データにアクセスできます。 

session_sharingが falseの場合（ほとんどの JSP実装での標準動作）、JSPセッション
のデータはサーブレット・セッションに伝播されません。 その結果、アプリケーションの
サーブレットは JSPセッションのデータにアクセスできなくなります。 

このパラメータは、globals.jsaを使用しない場合は無意味です。 globals.jsaの詳細
は、5-35ページの「globals.jsaの機能の概要」を参照してください。

sqljcmd  （SQLJトランスレータの実行可能ファイル。OracleJSPのデフォルト : null）

このパラメータは、次の状況に役立ちます。

� SQLJのコマンドライン・オプションを設定する場合

� OracleJSPに付属しているものとは異なる SQLJトランスレータ（または少なくともバー
ジョンが異なる）を使用する場合

� SQLJを OracleJSPとは異なるプロセス内で実行する場合

SQLJトランスレータの実行可能ファイルを指定すると、OracleJSPでは、OracleJSPの JVM
内でデフォルトの SQLJトランスレータが起動されるかわりに、その実行可能ファイルが別
の JVM内で別個のプロセスとして起動されます。

実行可能ファイルのフルパスを指定する方法と、実行可能ファイルのみを指定して
OracleJSPにシステム・パス内で検索させる方法があります。

次の例は、sqljcmdの設定を示しています。

sqljcmd=sqlj -user=scott/tiger -ser2class

（正確な構文は、サーブレット環境によって異なります。 A-23ページの「OracleJSPの構成パ
ラメータ設定」を参照してください。）
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translate_params  （ブール。OracleJSPのデフォルト : false）

このフラグを trueに設定すると、マルチバイト（NLS）の要求パラメータや Beanのプロ
パティ設定をコード化しないサーブレット・コンテナがオーバーライドされます。 この設定
では、OracleJSPにより要求パラメータと Beanのプロパティ設定がコード化されます。 
trueに設定しない場合は、OracleJSPではサーブレット・コンテナからのパラメータがその
まま戻されます。

Oracle Servlet Engineではランタイム構成パラメータがサポートされないため、OSE環境の
場合は translate_paramsを設定できません。 回避策については、8-6ページの
「translate_params構成パラメータの等価コード」を参照してください。

使用しない状況などの、translate_paramsの機能と使用方法の詳細は、8-4ページの
「マルチバイト・パラメータのコード化に対する OracleJSPの拡張サポート」を参照してく
ださい。

unsafe_reload  （ブール。OracleJSPのデフォルト : false）（開発者用）（開発者用）（開発者用）（開発者用）

デフォルトでは、JSPページが動的に再変換され、再ロードされるたびに、OracleJSPにより
アプリケーションとセッションが再起動されます（JSPページの再変換と再ロードは、JSP
トランスレータにより、対応するページ実装クラスより新しいタイムスタンプを持つ .jsp
ソース・ファイルが検出されると発生します）。

OracleJSPに対して、動的な再変換と再ロードの後にアプリケーションを再起動しないよう
に指示するには、このパラメータを trueに設定します。 これにより、既存のセッションが
無効になることがなくなります。

特定の JSPページに対して developer_modeが falseに設定されている場合（OracleJSP
では初回要求後は再変換されなくなります）、そのページに対する初回要求後は、このパラ
メータは無効です。

注意注意注意注意 :

� 適切な SQLJファイルを CLASSPATHに含めて、フロントエンド・
ユーティリティ（この例の sqljなど）をシステム・パスにインス
トールする必要があります。 （Oracle SQLJの場合は、
translator.zipと適切な SQLJランタイムの ZIPファイルを
CLASSPATHに指定する必要があります。 A-4ページの「ファイルの
概要」を参照してください。） 

� 多くの OracleJSP開発者は、JSPページで SQLJコードを使用する場合
に、（他の SQLJ製品ではなく）Oracle SQLJを使用します。ただし、
Oracle SQLJの異なるバージョンを使用する場合（Oracle8iドライバ
のかわりに Oracle JDBC 8.0.x/7.3.xドライバを使用する場合など）
や、SQLJオプションを設定する場合などは、このオプションが役立
ちます。
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OracleJSPの構成パラメータ設定の構成パラメータ設定の構成パラメータ設定の構成パラメータ設定
前項（A-13ページの「OracleJSPの構成パラメータ（非 OSE）」）で説明した JSP構成パラ
メータの設定方法は、Webサーバーおよびサーブレット環境によって異なります。 

非 Oracle環境では、プロパティ・ファイルまたは同様の機能を介して構成パラメータ設定
がサポートされます。

Oracle8i JVM環境で提供される Oracle Servlet Engineでは、OracleJSPの構成パラメータは
直接サポートされません（これは JspServletを使用しないためです）。 ただし、一部の変
換パラメータ設定には、OracleJSPトランスレータの等価オプションがあります。 これらの
オプションについては、A-13ページの「構成パラメータの概要表」を参照してください。

OracleJSPをサポートする他の Oracle製品には、構成設定用の独自メカニズムがあります。
該当製品のドキュメントを参照してください。

以降は、Apache/JServ、Sun Microsystems JSWDKおよび Tomcat環境における構成パラ
メータの設定方法について説明します。

Apache/JServでのでのでのでの OracleJSPパラメータの設定パラメータの設定パラメータの設定パラメータの設定
Apache/JServ環境のWebアプリケーションごとに、ゾーン・プロパティ・ファイルと呼ば
れる独自のプロパティ・ファイルがあります。 Apache用語のゾーンは、実際にはサーブ
レット・コンテキストと同じ意味になります。 

ゾーン・プロパティ・ファイルの名前は、ゾーンのマウント方法によって決まります。 
（ゾーンとマウントの詳細は、Apache/JServのドキュメントを参照してください。）

Apache/JServ環境で OracleJSPの構成パラメータを設定するには、次の例（UNIX構文の場
合）のように、アプリケーションのゾーン・プロパティ・ファイル内で JspServletの
initArgsプロパティを設定します。

servlet.oracle.jsp.JspServlet.initArgs=developer_mode=false,
sqljcmd=sqlj -user=scott/tiger -ser2class=true,classpath=/mydir/myapp.jar

（前述の例は、1行のコードを折り返したものです。）

サーブレット・パス servlet.oracle.jsp.JspServletも、ゾーンのマウント方法に
よって決まります。 リテラルのディレクトリ・パスを表すものではありません。

重要重要重要重要 : このパラメータは開発者専用に意図されており、配布環境に使用
することはお薦めしません。
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JSWDKでのでのでのでの OracleJSPパラメータの設定パラメータの設定パラメータの設定パラメータの設定
JSWDK環境で OracleJSPの構成パラメータを設定するには、次の例（UNIX構文を使用する
場合）のように、アプリケーションのサーブレット・コンテキストの WEB-INFディレクト
リにある servlet.propertiesファイル内で、jsp.initparamsプロパティを設定しま
す。

jsp.initparams=developer_mode=false,classpath=/mydir/myapp.jar

Tomcatでのでのでのでの OracleJSPパラメータの設定パラメータの設定パラメータの設定パラメータの設定
Tomcat環境で OracleJSPの構成パラメータを設定するには、次のように web.xmlファイル
に init-paramエントリを追加します。 

<servlet>
   <init-param>
      <param-name>
         developer_mode
      </param-name>
      <param-value>
         true
      </param-value>
   </init-param>
   <init-param>
      <param-name>
         external_resource
      </param-name>
      <param-value>
         true

注意注意注意注意 : initArgsのパラメータはカンマで区切られるため、パラメータ
設定にはカンマを使用できません。 ただし、空白や他の特殊文字（この例
の「=」など）はエラーになりません。

注意注意注意注意 : initparamsのパラメータはカンマで区切られるため、パラメー
タ設定にはカンマを使用できません。 ただし、空白や他の特殊文字はエ
ラーになりません。

注意注意注意注意 : グローバルな web.xmlファイルは、[TOMCAT_HOME]/confディ
レクトリにあります。 このファイル内の設定を特定のアプリケーションに
ついてオーバーライドするには、特定のアプリケーション・ルートの
WEB-INFディレクトリにある web.xmlファイルを更新します。
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      </param-value>
   </init-param>
   <init-param>
      <param-name>
         javaccmd
      </param-name>
      <param-value>
         javac -verbose
      </param-value>
   </init-param>
</servlet>

Oracle Servlet Engineのののの JSP構成構成構成構成
Oracle Servlet Engineでは OracleJSPの JspServletフロントエンドを使用しないため、
OracleJSP構成設定用に他のメカニズムが必要です。

該当する変換時構成パラメータには、ojspcのコマンドライン・オプションを介した等価の
機能のサポートがあります。ojspcは、OSE環境向けに JSPページを事前変換するユー
ティリティです。 OracleJSPの構成パラメータと ojspcのオプションの相関関係について
は、A-13ページの「構成パラメータの概要表」の表を参照してください。

ただし、ランタイム構成パラメータの場合、等価のサポートはありません。 最も重要なのは
translate_paramsで、要求パラメータのマルチバイト・コード化をサポートしないサー
ブレット環境で NLSを使用するには必須です。 Oracle Servlet Engineにはこの機能が必要で
すが、JSPページ内で等価コードを記述するかどうかは、開発者が決定します。 詳細は、8-6
ページの「translate_params構成パラメータの等価コード」を参照してください。
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                                                            サーブレットおよび JSPの技術的な背景情
B

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 JSPの技術的な背景情報の技術的な背景情報の技術的な背景情報の技術的な背景情報

この付録では、サーブレットおよび JavaServer Pagesの技術的な背景情報について説明しま
す。 このドキュメントはサーブレット・テクノロジをよく理解しているユーザーを対象とし
ていますが、ここで説明するサーブレット情報は再確認の意味でも役立ちます。 

また、生成される JSPページ実装クラスにより自動的に実装される標準 JavaServer Pagesイ
ンタフェースについても簡単に説明します。 ただし、この情報は、ほとんどの読者には不要
です。

説明するトピックは、次のとおりです。

� サーブレットの背景情報

� Webアプリケーションの階層

� 標準 JSPインタフェースおよびメソッド
報 B-1
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サーブレットの背景情報サーブレットの背景情報サーブレットの背景情報サーブレットの背景情報
JSPページは Javaサーブレットに変換されるため、サーブレット・テクノロジの概要を理解
していると役立つ場合があります。 ここで説明する概念の詳細は、Sun Microsystemsの
『Java Servlet Specification, Version 2.2』を参照してください。

この項で説明するメソッドの詳細は、次のサイトにある Sun Microsystemsの Javadocを参
照してください。

http://java.sun.com/products/servlet/2.2/javadoc/index.html

サーブレット・テクノロジの概要サーブレット・テクノロジの概要サーブレット・テクノロジの概要サーブレット・テクノロジの概要
近年、サーブレット・テクノロジは、動的 HTMLページを介してWebサーバーの機能性を
拡張する強力な手段として登場しました。 サーブレットは、Webサーバーで実行される Java
プログラムです（これに対して、アプレットはクライアント・ブラウザで実行される Java
プログラムです）。 サーブレットは、ブラウザからHTTP要求を受け取り、動的コンテンツ
を（データベースの問合せなどにより）生成し、HTTP応答をブラウザに戻します。

サーブレット以前は、動的コンテンツには、CGI（Common Gateway Interface）テクノロジ
が使用され、CGIプログラムは Perlなどの言語で記述され、WebアプリケーションでWeb
サーバーを介してコールされていました。 しかし、CGIのアーキテクチャと拡張性には制限
があったため、最終的には理想的と言えないことが判明しました。 

サーブレット・テクノロジは、拡張性の改善に加えて、オブジェクト指向、プラットフォー
ム独立性、セキュリティおよび信頼性など、よく知られた Javaのメリットを提供します。 
サーブレットでは、JDBC API（Javaデータベース接続用、特に、データベース・プログラ
マにとって重要）など、あらゆる標準 Java APIを使用できます。

Javaの領域では、データベースにアクセスするものなど、サーバー集中型アプリケーション
には、アプレット・テクノロジよりサーブレット・テクノロジの方が大きなメリットをもた
らします。 その 1つはサーブレットがサーバー上で実行されることです。通常、サーバーは
多数のリソースを持つ信頼性の高いマシンであり、クライアントのリソース使用を最小限に
抑えることができます。 これに対して、アプレットはクライアントのブラウザにダウンロー
ドされ、そこで実行されます。 もう 1つのメリットは、データへのダイレクト・アクセスで
す。 サーブレットが実行されるWebサーバーやデータ・サーバーは、ネットワーク・ファイ
アウォールに対してアクセス先データと同じ側にあります。 ファイアウォールの外側にある
クライアント・マシンで実行されるアプレットの場合は、ダウンロード元とは異なるサー
バーにアクセスできるように特別な手段（署名付きアプレットなど）が必要です。
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サーブレット・インタフェースサーブレット・インタフェースサーブレット・インタフェースサーブレット・インタフェース
定義によれば、Javaサーブレットでは標準 javax.servlet.Servletインタフェースが実
装されます。このインタフェースでは、サーブレットの初期化、要求の処理、サーブレット
の構成や他の基本情報の取得およびサーブレット・インスタンスの終了を行うメソッドが指
定されています。

Webアプリケーションの場合は、標準 javax.servlet.http.HttpServlet抽象クラス
のサブクラス化により、Servletインタフェースが間接的に実装されます。 HttpServlet
クラスには、次のメソッドが含まれています。

� init(...)および destroy(...)。それぞれサーブレットを初期化し、終了します。

� doGet(...)。HTTPの GET要求用です。

� doPost(...)。HTTPの POST要求用です。

� doPut(...)。HTTPの PUT要求用です。

� doDelete(...)。HTTPの DELETE要求用です。

� service(...)。HTTP要求の受信用で、デフォルトでは適切な doXXX()メソッドに
ディスパッチします。

� getServletInfo(...)。サーブレットでそれ自体の情報を提供するために使用され
ます。 

HttpServletをサブクラス化するサーブレット・クラスでは、必要に応じて前述のメソッ
ドのいくつかを実装する必要があります。 各メソッドは、入力として標準
javax.servlet.http.HttpServletRequestインスタンスと標準
javax.servlet.http.HttpServletResponseインスタンスを取ります。

HttpServletRequestインスタンスは、要求パラメータの名前と値、要求を発行したリ
モート・ホストの名前および要求を受信したサーバーの名前など、HTTP要求に関する情報
をサーブレットに提供します。 HttpServletResponseインスタンスは、コンテンツ長と
MIMEタイプの指定や、出力ストリームの提供など、応答送信に関する HTTP固有の機能を
提供します。

サーブレット・コンテナサーブレット・コンテナサーブレット・コンテナサーブレット・コンテナ
サーブレット・コンテナは、サーブレット・エンジンと呼ばれることもあり、サーブレット
の実行と管理を行います。 通常、サーブレット・コンテナは Javaで記述され、Webサー
バーに組み込まれるか（Webサーバーも Javaで記述されている場合）、またはWebサー
バーに対応付けられて使用されます。

サーブレットがコールされると（サーブレットが URLで指定される場合など）、Webサー
バーからサーブレット・コンテナに HTTP要求が渡されます。 次に、その要求がコンテナか
らサーブレットに渡されます。 サーブレット管理中に、単純なコンテナにより次の処理が実
行されます。
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� サーブレットのインスタンスが作成され、init()メソッドがコールされて初期化され
ます。

� サーブレットの service()メソッドがコールされます。

� サーブレットの destroy()メソッドがコールされ、ガベージを収集できるように必要
に応じて破棄されます。

パフォーマンス上の理由から、通常、サーブレット・コンテナは、タスクを終了するた
びにサーブレット・インスタンスを破棄するのではなく、再利用できるようにメモリー
に保存します。 破棄されるのは、Webサーバーのシャットダウンなど、頻度の低いイベ
ントの場合のみです。

サーブレットの実行中に追加のサーブレット要求があった場合、サーブレット・コンテナの
動作は、サーブレットがシングル・スレッド・モデルを使用しているか、マルチ・スレッ
ド・モデルを使用しているかに依存します。 シングル・スレッドの場合、サーブレット・コ
ンテナは複数の同時 service()コールが単一のサーブレット・インスタンスにディスパッ
チされないようにします。かわりに、複数の別個のサーブレット・インスタンスが起動され
ることがあります。 マルチ・スレッド・モデルの場合、コンテナはコールごとに別個のス
レッドを使用し、単一のサーブレット・インスタンスに対して複数の同時 service()コー
ルを実行できます。ただし、サーブレット開発者は同期化を管理する必要があります。

サーブレット・セッションサーブレット・セッションサーブレット・セッションサーブレット・セッション
サーブレットは、HTTPセッションを使用して、各 HTTP要求を発行したユーザーを追跡し
ます。このため、単一ユーザーからの要求グループをステートフルな方法で管理できます。 
サーブレット・セッション追跡は、CGIのような従来のテクノロジにおける HTTPセッショ
ン追跡に性質が似ています。

HttpSessionインタフェースインタフェースインタフェースインタフェース
標準サーブレット APIでは、各ユーザーは標準 javax.servlet.http.HttpSessionイ
ンタフェースを実装するオブジェクトで表されます。サーブレットは、この HttpSession
オブジェクト内でセッション情報を設定および取得できます。このオブジェクトの有効範囲
はアプリケーション・レベルで指定する必要があります。

サーブレットは、HttpServletRequestオブジェクト（HTTP要求を表すオブジェクト）
の getSession()メソッドを使用して、ユーザー用の HttpSessionオブジェクトを取得
または作成します。 このメソッドは、ユーザー用のセッション・オブジェクトが存在しない
場合に新規作成する必要があるかどうかを指定する、boolean引数を取ります。

HttpSessionインタフェースは、次のメソッドを指定してセッション情報を取得および設
定します。

� public void setAttribute(String name, Object value)

このメソッドでは、指定したオブジェクトを指定した名前でセッションにバインドしま
す。 
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� public Object getAttribute(String name)

このメソッドでは、指定した名前でセッションにバインドされたオブジェクト（また
は、一致するものがない場合は null）を取得します。 

サーブレット・コンテナの実装とサーブレット自体に応じて、設定された時間間隔の後に
セッションが自動的に時間切れになる場合と、サーブレットにより明示的に無効化される場
合があります。 サーブレットは、HttpSessionインタフェースで指定した次のメソッドに
より、セッションのライフ・サイクルを管理できます。

� public boolean invalidate()

このメソッドは、セッションを即時に無効にし、そこからオブジェクトをバインド解除
します。

� public boolean setMaxInactiveInterval(int interval)

このメソッドは、秒単位のタイムアウト間隔を整数で設定します。

� public boolean isNew()

このメソッドは、セッションを作成した要求内では true、それ以外の場合は falseを
戻します。

� public boolean getCreationTime()

このメソッドは、セッション・オブジェクトの作成時刻を、1970年 1月 1日午前 0時か
らのミリ秒数として戻します。

� public boolean getLastAccessedTime()

このメソッドは、クライアントに対応付けられた最後の要求の時刻を、1970年 1月 1日
午前 0時からのミリ秒数として戻します。

セッションのトラッキングセッションのトラッキングセッションのトラッキングセッションのトラッキング
HttpSessionインタフェースでは、セッションをトラッキングするための代替メカニズム
がサポートされます。 どのメカニズムでも、セッション IDを割り当てるなんらかの手段が
必要です。セッション IDは、サーブレット・コンテナにより割り当てられて使用される中
間ハンドルです。 同一ユーザーによる複数セッションでは、必要に応じて同じセッション ID
を共有できます。

注意注意注意注意 : 従来のサーブレット実装では、setAttribute()と
getAttribute()のかわりに、putValue()と getValue()を同じシ
グネチャで使用しています。
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サポートされるセッションのトラッキング・メカニズムは、次のとおりです。

� cookie

サーブレット・コンテナはクライアントに cookieを送信し、クライアントは HTTP要
求ごとに cookieをサーバーに戻します。 これにより、要求は cookieが示すセッション
IDに対応付けられます。 JSESSIONIDは、cookie名である必要があります。

これは最も使用頻度の高いメカニズムであり、サーブレット 2.2仕様に準拠するサーブ
レット・コンテナすべてでサポートされます。

� URLのリライト

サーブレット・コンテナは、URLパスにセッション IDを追加します。 パス・パラメー
タ名は、次のように jsessionidにする必要があります。

http://host[:port]/myapp/index.html;jsessionid=6789

これは、クライアントが cookieを受け入れない場合の、最も使用頻度の高いメカニズ
ムです。 

� SSLセッション

SSL（HTTPSプロトコルで使用される Secure Sockets Layer）には、クライアントから
複数の要求を受け取って、それを単一セッションに属すものとして定義するメカニズム
が組み込まれています。 一部のサーブレット・コンテナは、独自のセッション追跡にも
SSLメカニズムを使用します。

サーブレット・コンテキストサーブレット・コンテキストサーブレット・コンテキストサーブレット・コンテキスト
サーブレット・コンテキストは、Webアプリケーションのすべてのインスタンスの状態情報
を、単一の Java仮想マシンに（つまり、Webアプリケーションの一部であるすべてのサー
ブレットと JSPページのインスタンスに関して）メンテナンスするために使用されます。 こ
れは、セッションによりサーバー上で単一クライアントの状態情報がメンテナンスされる方
法と同様ですが、サーブレット・コンテキストは単一ユーザーに固有ではなく、複数のクラ
イアントを処理できます。 通常は、特定の Java仮想マシン内で実行されるWebアプリケー
ションごとに、サーブレット・コンテキストが 1つずつあります。 サーブレット・コンテキ
ストは、「アプリケーション・コンテナ」と見なすことができます。

サーブレット・コンテキストは、標準 javax.servlet.ServletContextインタフェース
を実装するクラスのインスタンスであり、そのクラスはサーブレットをサポートするすべて
のWebサーバーで提供されます。

ServletContextオブジェクトは、サーブレット環境に関する情報（サーバー名など）を
提供し、単一の JVM内でグループ内のサーブレット間でリソースの共有を可能にします。 
（複数の同時 JVMをサポートするサーブレット・コンテナの場合は、リソース共有の実装が
異なります。）

サーブレット・コンテキストは、アプリケーションを実行するユーザーのセッション・オブ
ジェクトをメンテナンスし、そのアプリケーションの実行中のインスタンスの有効範囲を提
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供します。 このメカニズムを介して、各アプリケーションが個別クラス・ローダーからロー
ドされ、そのランタイム・オブジェクトが他のアプリケーションのオブジェクトと区別され
ます。 特に、ServletContextオブジェクトは、各アプリケーション・ユーザー用の
HttpSessionオブジェクトと同様に、アプリケーションに対して個別になります。

Sun Microsystemsの『Java Servlet Specification, Version 2.2』によれば、ほとんどの実装で
は単一ホスト内で複数のサーブレット・コンテキストを提供できます。これにより、Webア
プリケーションごとに固有のサーブレット・コンテキストを使用できるようになります。 
（旧バージョンの実装では、通常、特定のホストに単一のサーブレット・コンテキストのみ
が提供されていました。）

ServletContextインタフェースは、サーブレットがそれを実行するサーブレット・コン
テナと通信できるようにするメソッドを指定します。これは、サーブレットがアプリケー
ション・レベルの環境および状態情報を取得する方法の 1つです。

イベント・リスナーを介したアプリケーションのライフ・サイクル管理イベント・リスナーを介したアプリケーションのライフ・サイクル管理イベント・リスナーを介したアプリケーションのライフ・サイクル管理イベント・リスナーを介したアプリケーションのライフ・サイクル管理
『Java Servlet Specification, Version 2.1』（以上）では、標準的な Javaのイベント・リス
ナー・メカニズムを介して、限定的なアプリケーションのライフ・サイクル管理機能が提供
されます。 HTTPセッション・オブジェクトでは、イベント・リスナーを使用して、セッ
ション・オブジェクトに格納されたオブジェクトに、それが追加または削除されるタイミン
グを認識させることができます。 通常、セッション・オブジェクト内のオブジェクトは、
セッションが無効になったために削除されるので、このメカニズムにより開発者はセッショ
ン・ベースのリソースを管理できます。 同様に、イベント・リスナー・メカニズムにより、
ページ・ベースと要求ベースのリソース管理も可能になります。

残念ながら、サーブレット・コンテキスト・オブジェクトでは、この種の通知はサポートさ
れません。 標準的なサーブレット・アプリケーション・サポートでは、アプリケーション・
ベースのリソースを管理する手段は提供されません。

注意注意注意注意 : 旧バージョンのサーブレット仕様では、サーブレット・コンテキ
ストの概念は十分に定義されていませんでした。 ただし、バージョン 2.1
（b）からは、この概念がさらに明確化され、HTTPセッション・オブジェ
クトは複数のサーブレット・コンテキスト・オブジェクトにまたがって存
在できないように指定されました。
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サーブレットの起動サーブレットの起動サーブレットの起動サーブレットの起動
HTMLページと同様に、サーブレットも URLを介して起動されます。 サーブレットは、
Webサーバー実装における URLへのマッピングに従って起動されます。 考えられるマッピ
ングは次のとおりです。

� 特定の URLを特定のサーブレット・クラスにマップできます。

� ディレクトリ内のどのクラスもサーブレットとして実行できるように、ディレクトリ全
体をマップできます。 たとえば、/servlet/<servlet_name>形式のどの URLでも
サーブレットが実行されるように、特殊な /servletディレクトリをマップできます。

� 名前に特定の拡張子が付いたファイルを指定するURLをサーブレットとして実行できる
ように、ファイル拡張子をマップできます。

このマッピングは、Webサーバー構成の一部として指定します。

Webアプリケーションの階層アプリケーションの階層アプリケーションの階層アプリケーションの階層
Webアプリケーションに関連するエンティティ（サーブレットと JSPページの組合せで構
成）の場合、階層は単純ではありませんが、次の順序の階層と見なすことができます。

1. サーブレット・オブジェクト（ページ実装オブジェクトを含む）

サーブレットごと、および実行中のアプリケーション内の JSPページ実装ごとに、1つ
のサーブレット・オブジェクト（さらに、シングル・スレッド実行モデルとマルチ・ス
レッド実行モデルのどちらを使用するかに応じて複数のオブジェクト）が存在します。 
サーブレット・オブジェクトは、クライアントからの要求オブジェクトを処理して、ク
ライアントに応答オブジェクトを戻します。 サーブレット・コードの場合と同様に、JSP
ページでは応答オブジェクトの作成方法を指定します。

単一のページまたはサーブレットを他のページまたはサーブレットに「挿入」または
「転送」する場合など、状況によっては、複数のサーブレット・オブジェクトが単一の
要求オブジェクトに存在するものと見なすことができます。

通常、ユーザーはセッション中に複数のサーブレット・オブジェクトにアクセスし、各
サーブレット・オブジェクトがセッション・オブジェクトに対応付けられます。

ページ実装オブジェクトのみでなく、サーブレット・オブジェクトでも、標準
javax.servlet.Servletインタフェースが間接的に実装されます。Webアプリケー
ション内のサーブレットの場合は、そのために標準
javax.servlet.http.HttpServlet抽象クラスがサブクラス化されます。 JSPペー
ジ実装クラスの場合は、そのために標準 javax.servlet.jsp.HttpJspPageインタ
フェースが実装されます。
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2. 要求オブジェクトと応答オブジェクト

これらのオブジェクトは、ユーザーがアプリケーションを実行すると生成される個々の
HTTP要求および応答を表します。

通常、ユーザーはセッション中に複数の要求を生成し、複数の応答を受け取ります。 要
求オブジェクトと応答オブジェクトは、セッションに「含まれる」のではなく、セッ
ションに対応付けられます。

クライアントから発行された要求は、URLの仮想パスに従って適切なサーブレット・コ
ンテキスト・オブジェクト（クライアントで使用中のアプリケーションに対応付けられ
ているオブジェクト）にマップされます。 仮想パスには、アプリケーションのルート・
パスが挿入されます。

要求オブジェクトでは、標準 javax.servlet.http.HttpServletRequestインタ
フェースが実装されます。

応答オブジェクトでは、標準 javax.servlet.http.HttpServletResponseインタ
フェースが実装されます。

3. セッション・オブジェクト

セッション・オブジェクトには、特定のセッションのユーザーに関する情報が格納さ
れ、複数のページ要求間で単一ユーザーを識別する手段を提供します。 ユーザーごとに
1つずつセッション・オブジェクトがあります。

特定の時点で単一のサーブレットまたは JSPページを複数のユーザーが使用している場
合があり、各ユーザーは固有のセッション・オブジェクトで表されます。 ただし、この
種のセッション・オブジェクトはいずれも、アプリケーション全体に対応するサーブ
レット・コンテキストによりメンテナンスされます。 実際には、各セッション・オブ
ジェクトを、共通サーブレット・コンテキストに対応付けられたWebアプリケーショ
ンのインスタンスを表すものと見ることができます。

通常、セッション・オブジェクトは複数の要求オブジェクト、応答オブジェクトおよび
ページまたはサーブレット・オブジェクトを順番に使用し、他のセッションが同一オブ
ジェクトを使用することはありません。ただし、セッション・オブジェクトに各オブ
ジェクト自体が「含まれている」わけではありません。 

特定ユーザーのセッションのライフ・サイクルは、そのユーザーからの初回要求で始ま
ります。 そのユーザーがセッションを終了するか（アプリケーションを終了するなど）、
タイムアウトになると、ライフ・サイクルが終了します。

HTTPセッション・オブジェクトでは、javax.servlet.http.HttpSessionインタ
フェースが実装されます。

注意注意注意注意 : バージョン 2.1（b）以前のサーブレット仕様では、セッション・
オブジェクトが複数のサーブレット・コンテキスト・オブジェクト間にま
たがることが許されていました。
                                                                    サーブレットおよび JSPの技術的な背景情報 B-9



Webアプリケーションの階層
4. サーブレット・コンテキスト・オブジェクト

サーブレット・コンテキスト・オブジェクトは、サーバー上の特定のパスに対応付けら
れています。 これは、サーブレット・コンテキストに対応付けられたアプリケーション
のモジュール用のベース・パスであり、アプリケーション・ルートと呼ばれます。 

特定の JVMには、アプリケーションの全セッション用に単一のサーブレット・コンテ
キスト・オブジェクトがあり、そのアプリケーションを構成するサーブレットと JSP
ページにサーバーからの情報を提供します。 また、サーブレット・コンテキスト・オブ
ジェクトにより、アプリケーション・セッションでは、他のアプリケーションから隔離
された保護環境内でデータを共有できます。 

サーブレット・コンテナは、標準 javax.servlet.ServletContextインタフェース
を実装するクラスを提供し、ユーザーからアプリケーションを初めて要求されたとき
に、このクラスをインスタンス化し、この ServletContextオブジェクトをアプリ
ケーションの位置に関するパス情報とともに提供します。

通常、サーブレット・コンテキスト・オブジェクトは、アプリケーションの複数の同時
ユーザーを表すセッション・オブジェクトのプールを持ちます。

サーブレット・コンテキストのライフ・サイクルは、対応するアプリケーションに関す
る（任意のユーザーからの）初回要求で始まります。 このライフ・サイクルが終了する
のは、サーバーがシャットダウンされるか、他の方法で終了した場合のみです。

（サーブレット・コンテキストに関する追加情報は、B-6ページの「サーブレット・コン
テキスト」を参照してください。）

5. サーブレット構成オブジェクト

サーブレット・コンテナは、サーブレット構成オブジェクトを使用して、初期化時に
サーブレットに情報を渡します。Servletインタフェースの init()メソッドは、入
力としてサーブレット構成オブジェクトを取ります。 

サーブレット・コンテナは、標準 javax.servlet.ServletConfigインタフェース
を実装するクラスを提供し、必要に応じてインスタンス化します。 サーブレット構成オ
ブジェクトには、サーブレット・コンテキスト・オブジェクト（同じくサーブレット・
コンテナによりインスタンス化）が含まれています。
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標準 JSPインタフェースおよびメソッド
標準標準標準標準 JSPインタフェースおよびメソッドインタフェースおよびメソッドインタフェースおよびメソッドインタフェースおよびメソッド
JSPトランスレータにより生成されるコードに実装できる標準インタフェースが 2つあり、
どちらも javax.servlet.jspパッケージにあります。

� JspPage

� HttpJspPage

JspPageは、特定のプロトコルとの併用を想定していない汎用インタフェースです。 このイ
ンタフェースにより、javax.servlet.Servletインタフェースが拡張されます。

HttpJspPageは、HTTPプロトコルを使用する JSPページ用のインタフェースです。 この
インタフェースにより JspPageが拡張され、通常は JSPトランスレータで生成されるサー
ブレット・クラスにより直接、自動的に実装されます。 

JspPageでは、生成されるクラスのインスタンスの初期化と終了に使用する次のメソッド
が指定されています。

� jspInit()

� jspDestroy()

これらのメソッドのコードは、次のように、すべて JSPページのスクリプトレットに挿入す
る必要があります。

<%!
   void jspInit()
   {
      ...your implementation code...
   }
%>

（JSPの構文については後述します。 1-11ページの「スクリプト要素」を参照してください。）

HttpJspPageでは、次のメソッドの仕様部が追加されます。

� _jspService()

通常、このメソッドのコードはトランスレータにより自動的に生成され、JSPページのスク
リプトレットからのコード、JSPディレクティブにより生成されたコードおよびページの静
的コンテンツが含まれます。 （JSPディレクティブは、スクリプトレット用 Java言語の指定
やパッケージ・インポートの提供など、ページに関する情報提供に使用されます。 1-9ページ
の「ディレクティブ」を参照してください。）

B-3ページの「サーブレット・インタフェース」で説明した Servletメソッドと同様に、
_jspService()メソッドは入力として HttpServiceRequestインスタンスと
HttpServiceResponseインスタンスを取ります。
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標準 JSPインタフェースおよびメソッド
JspPageおよび HttpJspPageインタフェースは、Servletインタフェースから次のメ
ソッドを継承します。

� init()

� destroy()

� service()

� getServletConfig()

� getServletInfo()

Servletインタフェースとその主要メソッドについては、B-3ページの「サーブレット・イ
ンタフェース」を参照してください。
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                                                            コンパイル時 JMLタグ・サポー
C

コンパイル時コンパイル時コンパイル時コンパイル時 JMLタグ・サポートタグ・サポートタグ・サポートタグ・サポート

OracleJSPリリース 1.0.0.6.xは JSP 1.0実装であったため、JMLタグが Oracle固有の拡張機
能としてのみサポートされていました。 （タグ・ライブラリのフレームワークは、JSP 1.1ま
では JavaServer Pages仕様に追加されませんでした。） これらのリリースの場合、JMLタグ
の処理は、OracleJSPトランスレータに組み込まれていました。 これは「コンパイル時 JML
サポート」と呼ばれます。

リリース 1.1.0.0.0でもコンパイル時 JML実装は引き続きサポートされていますが、通常は、
第 7章「JSPのタグ・ライブラリと Oracleの JMLタグ」で説明したように、できるだけラ
ンタイム実装を使用することをお薦めします。 

この付録では、ランタイム実装にはないコンパイル時実装の機能について説明します。 説明
するトピックは、次のとおりです。

� JMLのコンパイル時とランタイムの考慮事項とロジスティック

� JMLコンパイル時 /1.0.0.6.x構文のサポート

� JMLコンパイル時 /1.0.0.6.xタグのサポート
ト C-1



JMLのコンパイル時とランタイムの考慮事項とロジスティック
JMLのコンパイル時とランタイムの考慮事項とロジスティックのコンパイル時とランタイムの考慮事項とロジスティックのコンパイル時とランタイムの考慮事項とロジスティックのコンパイル時とランタイムの考慮事項とロジスティック
この項では、コンパイル時タグ・ライブラリの次の 2つの側面を、ランタイム・タグ・ライ
ブラリと比較して説明します。

� コンパイル時タグ・ライブラリ実装を使用するとメリットが得られる場合の全般的な考
慮事項（JMLのみでなくすべてのライブラリ）

� コンパイル時 JML実装に特に必要な taglibディレクティブ

コンパイル時とランタイムの全般的な考慮事項コンパイル時とランタイムの全般的な考慮事項コンパイル時とランタイムの全般的な考慮事項コンパイル時とランタイムの全般的な考慮事項
Sun Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』では、カスタム・タグ・
ライブラリのランタイム・サポート・メカニズムについて説明しています。 このメカニズム
では、XML形式のタグ・ライブラリ記述ファイルを使用してタグが指定されます。7-2ペー
ジの「標準タグ・ライブラリのフレームワーク」を参照してください。 

このモデルに準拠するタグ・ライブラリを作成して使用すると、そのライブラリはすべての
標準 JSP環境に移植可能であると見なされます。

ただし、コンパイル時実装を考慮するには、次のような理由があります。

� コンパイル時実装の方が、効率的なコードが生成される場合があります。

� コンパイル時実装では、エンド・ユーザーが実行時に気づくのではなく、開発者が変換
中とコンパイル中にエラーを捕捉できます。

将来、オラクル社は、コンパイル時タグ実装に、カスタム・タグ・ライブラリを作成するた
めの、一般的なフレームワークを提供する可能性があります。 この種の実装は OracleJSPト
ランスレータに依存するため、他の JSP環境には移植できません。

コンパイル時実装の一般的なメリットとデメリットは、Oracle JMLタグ・ライブラリにも適
用されます。 OracleJSPの旧バージョンに当初導入されたように、コンパイル時の JML実装
を使用する方がメリットが得られる場合があります。 また、その実装には、他にも少数のタ
グとサポートされる式の構文があります。 （C-3ページの「JMLコンパイル時 /1.0.0.6.x構文
のサポート」および C-6ページの「JMLコンパイル時 /1.0.0.6.xタグのサポート」を参照し
てください。）

ただし、通常は、JSP 1.1仕様に準拠する JMLランタイム実装を使用することをお薦めしま
す。

コンパイル時のコンパイル時のコンパイル時のコンパイル時の JMLサポート用のサポート用のサポート用のサポート用の taglibディレクティブディレクティブディレクティブディレクティブ
OracleJSP 1.0.0.6x/コンパイル時 JMLサポートの実装では、オラクル社が提供するカスタ
ム・クラス OpenJspRegisterLibを使用して JMLタグ・サポートが実装されます。 

コンパイル時実装で JMLタグを使用する JSPページでは、taglibディレクティブで（標準
的な JSP 1.1のタグ・ライブラリの使用方法として TLDファイルを指定するのではなく）こ
のクラスの完全修飾名を指定する必要があります。
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JMLコンパイル時 /1.0.0.6.x構文のサポート
次に例を示します。

<%@ taglib uri="oracle.jsp.parse.OpenJspRegisterLib" prefix="jml" %>

JMLランタイム実装での taglibディレクティブの使用方法については、7-12ページの
「taglibディレクティブ」を参照してください。

JMLコンパイル時コンパイル時コンパイル時コンパイル時 /1.0.0.6.x構文のサポート構文のサポート構文のサポート構文のサポート
この項では、タグの属性値を指定する場合に、コンパイル時 JML実装でサポートされる
Oracle固有の Bean参照構文と式構文について説明します。 説明するトピックは、次のとお
りです。

� JMLの Bean参照と式、コンパイル時実装

� JML式による属性設定

この機能は、他の JSP環境には移植できません。

JMLのののの Bean参照と式、コンパイル時実装参照と式、コンパイル時実装参照と式、コンパイル時実装参照と式、コンパイル時実装
一般に、Bean参照は、Beanのプロパティまたはメソッドにアクセスする、JavaBeansイン
スタンス（Bean）の参照です。 これには、それ自体が他の Beanのプロパティである Beanの
プロパティまたはメソッドの参照が含まれます。

標準 JavaBeans構文では、直接参照するのではなくアクセッサ・メソッドをコールしてプロ
パティにアクセスする必要があるため、これでは煩雑になります。 たとえば、次の直接参照
があるとします。

a.b.c.d.doIt()

この参照を標準 JavaBeans構文では次のように表す必要があります。

a.getB().getC().getD().doIt()

ただし、Oracleのコンパイル時 JML実装には、構文の省略形が用意されています。

JMLのののの Bean参照参照参照参照
コンパイル時 JML実装によりサポートされる Oracle固有の構文では、直接「.」（ドット）
表記法を使用して Bean参照を表すことができます。 標準 Beanプロパティのアクセッサ・メ
ソッドの構文も有効であることに注意してください。 

次の標準的な JavaBeans参照があるとします。

customer.getName()
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JMLコンパイル時 /1.0.0.6.x構文のサポート
JMLの Bean参照構文では、この参照を次のどちらかの方法で表すことができます。

customer.getName()

または

customer.name

JavaBeansにはオプションでデフォルト・プロパティを指定できます。参照を明示的に指定
しない場合はデフォルト・プロパティの参照と見なされます。 デフォルト・プロパティ名は、
JMLの Bean参照では省略できます。 前述の例で、nameがデフォルト・プロパティであれ
ば、次の 3つはいずれも有効な JMLの Bean参照になります。

customer.getName()

または

customer.name

または単に

customer

ほとんどの JavaBeansでは、デフォルト・プロパティは定義されません。 デフォルト・プロ
パティが定義される JavaBeansのうち、最も重要なのは JMLデータ型の JavaBeansです。
5-2ページの「JMLの拡張データ型」を参照してください。

JML式式式式
コンパイル時 JML実装によりサポートされる JML式の構文は、標準 JSP式構文のスーパー
セットであり、前項で説明した JMLの Bean参照構文のサポートが追加されています。

JML式に使用する JMLの Bean参照は、次の構文で囲む必要があります。

$[JML_bean_reference]

JML式による属性設定式による属性設定式による属性設定式による属性設定
7-28ページの「JSPマークアップ言語（JML）タグの説明」のタグ属性の説明は、移植可能
な標準構文を示しています。 その説明のとおり、属性はランタイム用またはコンパイル時
JML実装用、さらに非 Oracle JSP環境用に設定できます。 

ただし、Oracle固有のコンパイル時実装のみを使用する場合は、JMLの Bean参照と JML
式の構文を使用して属性を設定できます。C-3ページの「JMLの Bean参照と式、コンパイ
ル時実装」を参照してください。 
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JMLコンパイル時 /1.0.0.6.x構文のサポート
次の点に注意してください。

� 第 7章で、文字列リテラルまたは式のいずれかが使用可能と記載されている属性の場合
は、その $[...]構文の JML式を標準 JSP <%=...%>構文内で使用できます。

JMLの useVariableタグの使用例を考えます。 ランタイム実装には、次のような構文
を使用します。

<jml:useVariable id = "isValidUser" type = "boolean" value = "<%= dbConn.isValid() %>" scope = "session" />

また、コンパイル時実装には次のような構文を使用できます（value属性は、文字列リ
テラルでも式でもかまいません）。

<jml:useVariable id = "isValidUser" type = "boolean" value = "<%= $[dbConn.valid] %>" scope = "session" />

� 第 7章で、式のみ使用可能と記載されている属性の場合は、その $[...]構文内の JML
式を <%=...%>構文内でネストせずに使用できます。

JMLの choose...whenタグの使用例を考えます。 ランタイム実装には、次のような構
文を使用します（orderedItemは JmlBooleanインスタンスであるとします）。

<jml:choose>
     <jml:when condition = "<%= orderedItem.getValue() %>"  >
               You have changed your order:
             -- outputs the current order --
     </jml:when>
     <jml:otherwise>
               Are you sure we can't interest you in something?
     </jml:otherwise>
</jml:choose>

また、コンパイル時実装には次のような構文を使用できます（condition属性に使用
できるのは式のみです）。

<jml:choose>
     <jml:when condition = "$[orderedItem]"  >
               You have changed your order:
             -- outputs the current order --
     </jml:when>
     <jml:otherwise>
               Are you sure we can't interest you in something?
     </jml:otherwise>
</jml:choose>
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JMLコンパイル時 /1.0.0.6.xタグのサポート
JMLコンパイル時コンパイル時コンパイル時コンパイル時 /1.0.0.6.xタグのサポートタグのサポートタグのサポートタグのサポート
この項のトピックは、次のとおりです。

� すべてのコンパイル時タグの概要と、ランタイム実装でサポートされないタグ

� コンパイル時実装でサポートされ、ランタイム実装ではサポートされないタグの説明
（この種のタグは、7-28ページの「JSPマークアップ言語（JML）タグの説明」に記載さ
れていないため）

JMLタグの概要、タグの概要、タグの概要、タグの概要、1.0.0.6.x/コンパイル時とコンパイル時とコンパイル時とコンパイル時と 1.1.0.0.0/ランタイムランタイムランタイムランタイム
ほとんどの JMLタグは、ランタイム・モデルでもコンパイル時モデルでも使用できますが、
表 C-1のように例外があります。

注意注意注意注意 : ほとんどの場合、ランタイム実装でサポートされない JMLタグに
は、標準 JSPの等価タグがあります。 ただし、JSP 1.1仕様に準拠すると実
装が困難な機能がある一部のコンパイル時タグは、非サポートになりまし
た。

表表表表 C-1 サポートされるサポートされるサポートされるサポートされる JMLタグタグタグタグ : コンパイル時モデルとランタイム・モデルの比較コンパイル時モデルとランタイム・モデルの比較コンパイル時モデルとランタイム・モデルの比較コンパイル時モデルとランタイム・モデルの比較 

タグタグタグタグ
OracleJSPコンパイル時実装でのコンパイル時実装でのコンパイル時実装でのコンパイル時実装での
サポートの有無サポートの有無サポートの有無サポートの有無

OracleJSPランタイム実装でのランタイム実装でのランタイム実装でのランタイム実装での
サポートの有無サポートの有無サポートの有無サポートの有無

Beanバインド・タグバインド・タグバインド・タグバインド・タグ :

useBean あり なし（jsp:useBeanを使用）

useVariable あり あり

useForm あり あり

useCookie あり あり

remove あり あり

Bean操作タグ操作タグ操作タグ操作タグ

getProperty あり なし（jsp:getPropertyを使用）

setProperty あり なし（jsp:setPropertyを使用）

set あり なし

call あり なし

lock あり なし

制御フロー・タグ制御フロー・タグ制御フロー・タグ制御フロー・タグ

if あり あり
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JMLコンパイル時 /1.0.0.6.xタグのサポート
追加の追加の追加の追加の JMLタグの説明、コンパイル時実装タグの説明、コンパイル時実装タグの説明、コンパイル時実装タグの説明、コンパイル時実装
この項では、JMLコンパイル時実装では引き続きサポートされますが、JMLランタイム実装
ではサポートされない JMLタグの詳細を説明します。 これらのタグは、7-28ページの「JSP
マークアップ言語（JML）タグの説明」には記載されていません。

まとめると、これには次の JMLタグが該当します。

� JMLの useBeanタグ

� JMLの getPropertyタグ

� JMLの setPropertyタグ

� JMLの setタグ

� JMLの callタグ

� JMLの lockタグ

� JMLの includeタグ

� JMLの forwardタグ

choose あり あり

for あり あり

foreach あり（type属性はオプション） あり（type属性は必須）

return あり あり

flush あり あり

include あり なし（jsp:includeを使用）

forward あり なし（jsp:forwardを使用）

XMLタグタグタグタグ

transform あり あり

styleSheet あり あり

ユーティリティ・タグユーティリティ・タグユーティリティ・タグユーティリティ・タグ

print あり（文字列リテラルを指定する
には二重引用符を使用）

なし（JSPの式を使用）

plugin あり なし（jsp:pluginを使用）

表表表表 C-1 サポートされるサポートされるサポートされるサポートされる JMLタグタグタグタグ : コンパイル時モデルとランタイム・モデルの比較コンパイル時モデルとランタイム・モデルの比較コンパイル時モデルとランタイム・モデルの比較コンパイル時モデルとランタイム・モデルの比較 （続き）（続き）（続き）（続き）

タグタグタグタグ
OracleJSPコンパイル時実装でのコンパイル時実装でのコンパイル時実装でのコンパイル時実装での
サポートの有無サポートの有無サポートの有無サポートの有無

OracleJSPランタイム実装でのランタイム実装でのランタイム実装でのランタイム実装での
サポートの有無サポートの有無サポートの有無サポートの有無
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JMLコンパイル時 /1.0.0.6.xタグのサポート
� JMLの printタグ

� JMLの pluginタグ

タグの説明に含まれる構文では、次の点に注意してください。

� イタリックは、値または文字列を指定する必要があることを示します。

� オプション属性は大カッコ [...]で囲まれています。

� オプション属性のデフォルト値は、太字太字太字太字で示されます。

� 属性の指定方法を示す選択肢は、縦線 | で区切られています。

� 接頭辞「jml:」が使用されています。 これは、表記規則によるものですが必須ではあり
ません。 taglibディレクティブでは任意の接頭辞を指定できます。

JMLのののの useBeanタグタグタグタグ
このタグでは、ページに使用するオブジェクトが宣言され、以前にインスタンス化されてい
るオブジェクトが存在する場合は、その位置が名前で指定した有効範囲で識別されます。 存
在しない場合は、このタグにより該当するクラスの新規インスタンスが作成され、名前で指
定した有効範囲に連結されます。 

構文と意味は標準 jsp:useBeanタグと同じですが、jsp:useBeanの使用方法で JSP式が
有効な場合は、JMLの useBeanの使用方法で JML式または JSP式が有効です。 

構文構文構文構文  

<jml:useBean id = "beanInstanceName" 
             scope ="page | request | session | application" 
             class ="package.class" | type = "package.class" | 
             class ="package.class" type = "package.class" |
             beanName = "package.class | <%= jmlExpression %>" 
             type = "package.class" /> 

また、setPropertyタグなどのネストしたタグを追加でき、</jml:useBean>終了タグ
を使用できます。

属性属性属性属性  

属性と構文の詳細は、Sun Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, Version 1.1』を
参照してください。

例例例例  

<jml:useBean id = "isValidUser" class = "oracle.jsp.jml.JmlBoolean" scope = "session" /> 
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JMLコンパイル時 /1.0.0.6.xタグのサポート
JMLのののの getPropertyタグタグタグタグ
このタグの機能は、標準 jsp:getPropertyタグと同じです。 応答に Beanプロパティの値
を出力します。 

getPropertyの使用方法の概要は、Sun Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, 
Version 1.1』を参照してください。

構文構文構文構文  

<jml:getProperty name = "beanInstanceName" property = "propertyName" />

属性属性属性属性  

� name — プロパティを取得する Beanの名前。 これは必須属性です。 

� property — 取得するプロパティの名前。 これは必須属性です。

例例例例  次の例では、salaryプロパティの現在の値が出力されます。 （salaryは JmlNumber
型とします。） 

<jml:getProperty name="salary" property="value" />

この例は次の例と等価です。

<%= salary.getValue() %>

JMLのののの setPropertyタグタグタグタグ
このタグは、標準 jsp:setPropertyタグでサポートされる機能を含むうえ、JMLの式を
サポートする機能を追加します。 特に、JMLの Bean参照を使用できます。

setPropertyの使用方法の概要は、Sun Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, 
Version 1.1』を参照してください。

構文構文構文構文  

<jml:setProperty name = "beanInstanceName" 
        property = " * " | 
        property = "propertyName" [ param = "parameterName" ] | 
        property = "propertyName"
        value = "stringLiteral | <%= jmlExpression %>" />
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JMLコンパイル時 /1.0.0.6.xタグのサポート
属性属性属性属性  

� name — プロパティを設定する Beanの名前。 これは必須属性です。 

� property — 設定するプロパティの名前。 これは必須属性です。

� value — 値を要求パラメータから取得するのではなく、直接設定するためのオプショ
ン・パラメータ。 JMLの setPropertyタグでは、値を指定する標準 JSP式に加えて
JML式がサポートされます。

例例例例  次の例では、salaryが 6%の上昇率で更新されます。 （salaryは JmlNumber型とし
ます。）

<jml:setProperty name="salary" property="value" value="<%= $[salary] * 1.06 %>" /> 

この例は次の例と等価です。

<% salary.setValue(salary.getValue() * 1.06); %>

JMLのののの setタグタグタグタグ
このタグは、setPropertyタグより便利な構文を使用して、Beanプロパティの代替設定方
法を提供します。

構文構文構文構文  

<jml:set name = "beanInstanceName.propertyName"
         value = "stringLiteral | <%= jmlExpression %>" />

属性属性属性属性  

� name — 設定する Beanプロパティの直接参照（JMLの Bean参照）。 これは必須属性で
す。 

� value — 新しいプロパティ値。 文字列リテラル、JML式または標準 JSP式で表されま
す。 これは必須属性です。 

例例例例  次の各例では、salaryが 6%の上昇率で更新されます。 （salaryは JmlNumber型と
します。）

<jml:set name="salary.value" value="<%= salary.getValue() * 1.06 %>" />

または

<jml:set name="salary.value" value="<%= $[salary.value] * 1.06 %>" />

または

<jml:set name="salary" value="<%= $[salary] * 1.06 %>" /> 
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JMLコンパイル時 /1.0.0.6.xタグのサポート
この 3つの例は次の例と等価です。

<% salary.setValue(salary.getValue() * 1.06); %>

JMLのののの callタグタグタグタグ
このタグは、なにも戻さない Beanメソッドを起動するメカニズムを提供します。 

構文構文構文構文  

<jml:call method = "beanInstanceName.methodName(parameters)" />

属性属性属性属性  

� method — スクリプトレットに記述するメソッドのコール。ただし、文の
beanInstancename.methodName部分は、JML式の $[... ]構文で囲むと JMLの
Bean参照として記述できます。 これは必須属性です。

例例例例  次の例では、クライアントは別のページにリダイレクトされます。

<jml:call name='response.sendRedirect("http://www.oracle.com/")' />

この例は次の例と等価です。

<% response.sendRedirect("http://www.oracle.com/"); %>

JMLのののの lockタグタグタグタグ
このタグでは、タグ本体内で名前付きオブジェクトを使用するコードについて、そのオブ
ジェクトへの制御された同期アクセスが可能になります。 

通常、JSP開発者は並行性の問題を考慮する必要はありません。 ただし、application有効範
囲を持つオブジェクトは、そのアプリケーションを実行中の全ユーザー間で共有されるた
め、重要なデータへのアクセスは制御して調整する必要があります。

 JMLの lockタグを使用すると、様々なユーザーによる同時更新を防止できます。

構文構文構文構文  

<jml:lock name = "beanInstanceName" >
   ...body...
</jml:lock>
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JMLコンパイル時 /1.0.0.6.xタグのサポート
属性属性属性属性  

� name — lockタグ本体のコードの実行中にロックする必要のあるオブジェクトの名前。 
これは必須属性です。

例例例例  次の例で、pageCountは application有効範囲を持つ JmlNumberの値です。 この変数
は、このコードが現在の値を取得してから新しい値を設定するまでに、他のユーザーにより
値が更新されないようにロックされます。 

<jml:lock name="pageCount" >
    <jml:set name="pageCount.value" value="<%= pageCount.getValue() + 1 %>" />
</jml:lock>

この例は次の例と等価です。

<% synchronized(pageCount) 
   {
      pageCount.setValue(pageCount.getValue() + 1);
   } 
%>

JMLのののの includeタグタグタグタグ
このタグでは、このページ（includeを起動するページ）の応答に別の JSPページ、サー
ブレットまたは HTMLページの出力が挿入されます。 機能は標準 jsp:includeタグと同
じですが、page属性は JML式としても表すことができます。

構文構文構文構文  

<jml:include page = "relativeURL | <%= jmlExpression %>" flush = "true" />

属性属性属性属性  

include属性と使用方法の概要は、Sun Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, 
Version 1.1』を参照してください。

例例例例  次の例では、HTML表を含むプレゼンテーション・コンポーネント table.jspの出力
が、問合せ文字列と要求属性のデータに基づいて挿入されます。

<jml:include page="table.jsp?maxRows=10" flush="true" />
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JMLのののの forwardタグタグタグタグ
このタグでは、要求が別の JSPページ、サーブレットまたは HTMLページに転送されます。 
機能は標準 jsp:forwardタグと同じですが、page属性は JMLの式としても表すことがで
きます。 

構文構文構文構文  

<jml:forward page = "relativeURL | <%= jmlExpression %>" />

属性属性属性属性  

forward属性と使用方法の概要は、Sun Microsystemsの『JavaServer Pages Specification, 
Version 1.1』を参照してください。

例例例例  

<jml:forward page="altpage.jsp" />

JMLのののの printタグタグタグタグ
このタグの機能は、実際には標準 JSP式 <%= expr %>と同じです。 指定した JML式または
文字列リテラルが評価され、結果が応答に出力されます。 このタグでは、JML式を <%= ... 
%>構文で囲む必要はありませんが、文字列リテラルは二重引用符で囲む必要があります。

構文構文構文構文  

<jml:print eval = '"stringLiteral"' | "jmlExpression" />

属性属性属性属性  

eval — 評価して出力する文字列または式を指定します。 これは必須属性です。

例例例例  次のどちらの例でも、salaryの現在の値が出力されます。値は JmlNumber型です。

<jml:print eval="$[salary]"/> 

または

<jml:print eval="salary.getValue()" />

次の例では、文字列リテラルが出力されます。

<jml:print eval=’"Your string here"’ />
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JMLのののの pluginタグタグタグタグ
このタグの機能は、標準 jsp:pluginタグと同じです。

plugin属性、使用方法および例については、Sun Microsystemsの『JavaServer Pages 
Specification, Version 1.1』を参照してください。
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