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Java 呼出アクティビティで呼び出す Java クラスに，CustomClassInterfaceM インター
フェースを追加した。

5.6.5

Java 呼び出しでエラーが発生した場合の処理を追加した。

5.6.5(4)

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。
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盤 概説」のはじめにの説明を参照してください。
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SOA に基づいたシステム開発の概
要
この章では，SOA に基づいたシステム開発の概要について説明します。
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1.1

開発から実運用までの流れ

サービスプラットフォームを利用したシステムの開発から実運用までの流れを次の図に示します。
図 1‒1
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注※
これらの作業を開発環境で一括して実行することもできます。ただし，一括実行は，システム開発時，
または単体テストから結合テスト時を対象としています。詳細については，
「7.5 HCSC コンポーネン
トを HCSC サーバに配備して開始する処理の一括実行」を参照してください。
このマニュアルでは，図中の「開発環境」で実施する作業の手順について説明しています。運用環境および
実行環境で実施する作業については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」
を参照してください。
図中の各作業の概要を次に説明します。

(1)

サービス部品の作成
サービスプラットフォームで利用するサービス部品を作成します。サービス部品にはインターフェース情
報が定義されている必要があります。利用できるサービス部品の種類などについては，「2.6 利用できる
サービス部品の種類と適用範囲」を参照してください。

(2) Service Architect のインストール
開発環境として利用するマシンに Service Architect をインストールします。
インストールの詳細については，「2.1.2

インストール」を参照してください。
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(3)

開発環境の構築
開発環境の構築では，Eclipse のアーカイブファイルを入手し，セットアップします。
詳細については，「2.1 開発環境を使用するためのセットアップ」の手順 2 および手順 3 を参照してくだ
さい。

(4)

SOAP モードの設定
システムで使用する SOAP モードを設定します。SOAP モードには，SOAP1.1 モードおよび
SOAP1.1/1.2 併用モードがあります。
SOAP モードの概要および設定方法については，「2.2.2

(5)

使用する SOAP モード」を参照してください。

プロジェクトの作成
HCSCTE を組み込んだ Eclipse で，HCSCTE のプロジェクトを作成します。HCSC コンポーネントを開
発する前に，プロジェクトを作成して，プロパティを設定します。
プロジェクトの作成の詳細については，
「3.1.1 プロジェクトを作成する」を，プロパティの設定の詳細に
ついては，「3.1.2 プロパティを設定する」を参照してください。

(6)

リポジトリのインポート
運用環境で簡易セットアップをして設定したリポジトリを，開発環境にインポートします。
リポジトリのインポート方法の詳細については，
「3.2.3
い。

(7)

リポジトリをインポートする」を参照してくださ

HCSC コンポーネントの作成
事前に作成したサービス部品を呼び出すサービスアダプタ，複数のサービス部品を呼び出すビジネスプロセ
ス，サービスリクエスタからの実行要求を受け付けるユーザ定義受付などの HCSC コンポーネントを作成
します。
なお，それぞれの HCSC コンポーネントを定義する前に，サービス部品を呼び出す電文の形式である電文
フォーマットを作成します。

(a)

電文フォーマットの作成
サービス部品を呼び出す電文の形式（電文フォーマット）を作成します。電文フォーマットは，呼び出す
サービス部品の種類および利用する電文の種類で作成方法が異なります。
電文フォーマットの作成については，
「4. 電文フォーマットの作成」を参照してください。電文フォーマッ
ト（バイナリフォーマット定義ファイル）を作成するときに使用する画面については，マニュアル「サービ
スプラットフォーム リファレンス」の「1.2.1 バイナリフォーマット定義画面」を参照してください。電
文フォーマット（バイナリフォーマット定義ファイル）を作成するときに使用するダイアログについては，
マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3 バイナリフォーマット定義に関連するダ
イアログ」を参照してください。
なお，DB アダプタ（データベースを操作するためのサービスアダプタ）を利用する場合の電文フォーマッ
トの作成には，コマンドを利用します。コマンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォー
ム リファレンス」の「csamkxmls（DB アダプタ用の XML フォーマット定義ファイルの生成）」を参照し
てください。
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サービスアダプタの定義
サービス部品（データベースの操作を含む）を呼び出すためのサービスアダプタを作成し，詳細を定義しま
す。
サービスアダプタの定義の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・ア
ダプタ定義編」の「3. サービスアダプタの定義」を参照してください。サービスアダプタを定義するとき
に使用する画面，ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」
の「1.2.2 サービスアダプタ定義画面」を参照してください。

(c)

ビジネスプロセスの定義
ビジネスプロセスを作成し，詳細を定義します。
ビジネスプロセスの定義の詳細については，「5.

ビジネスプロセスの定義」を参照してください。

また，ビジネスプロセスを定義するときに使用する画面，ダイアログの詳細については，マニュアル「サー
ビスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.3 ビジネスプロセス定義画面」を参照してください。
(d)

データ変換定義の作成
サービス部品を呼び出す要求電文の電文フォーマットと，呼び出すサービス部品側の電文フォーマットが異
なる場合には，データ変換定義を作成します。
データ変換定義の作成の詳細については，「6.

データ変換の定義」を参照してください。

また，データ変換定義を作成するときに使用する画面，ダイアログの詳細については，マニュアル「サービ
スプラットフォーム リファレンス」の「1.2.5 データ変換定義画面」を参照してください。
(e)

ユーザ定義受付の定義
サービス部品実行要求を受け付け，応答を返すインターフェースとして任意の形式を定義する場合，ユーザ
定義受付を定義します。また，ユーザ定義受付でリクエストを受け付けることができる HCSC コンポーネ
ントは，ビジネスプロセスだけです。
ユーザ定義受付の定義の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダ
プタ定義編」の「2. ユーザ定義受付の定義」を参照してください。
また，ユーザ定義受付を定義するときに使用する画面，ダイアログの詳細については，マニュアル「サービ
スプラットフォーム リファレンス」の「1.2.6 ユーザ定義受付定義画面」を参照してください。

(8)

パッケージング
作成した HCSC コンポーネントは，EAR ファイルにパッケージングして，運用環境から実行環境に配備で
きる状態にします。
HCSC コンポーネントのパッケージングについては，
「7.
定義」を参照してください。

(9)

HCSC コンポーネントのパッケージングと配備

配備定義
パッケージングした HCSC コンポーネントを，運用環境から実行環境にどのように配備するかを定義（配
備定義）し，システム構成定義を更新します。
配備定義する方法については，
「7.
さい。

HCSC コンポーネントのパッケージングと配備定義」を参照してくだ
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(10)

リポジトリのエクスポート
HCSC コンポーネントの作成，パッケージング，および配備定義をしたリポジトリを，運用環境にエクス
ポートします。
リポジトリのエクスポート方法の詳細については，
「3.2.2
ださい。

(11)

リポジトリをエクスポートする」を参照してく

サービスリクエスタの作成
実行環境で業務担当者からのサービス部品の実行要求を受け付け，HCSC コンポーネントに実行要求を送
信するためのサービスリクエスタを作成します。

サービスリクエスタの作成の詳細については，「8. サービスリクエスタの作成」を参照してください。
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1.2
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システム全体と開発環境の関係

サービスプラットフォームでは，開発環境，運用環境および実行環境が相互に関連してシステム全体を構成
します。その中での開発環境の位置づけについて説明します。

(1)

運用上の位置づけ
システム全体の運用の中で，開発環境がどのように位置づけられるかを，次の図に示します。
図 1‒2

運用上の位置づけ
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注※
サービスアダプタの定義およびユーザ定義受付の定義については，マニュアル「サービスプラット
フォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「2. ユーザ定義受付の定義」および「3. サービスア
ダプタの定義」を参照してください。
開発環境では，作成した HCSC コンポーネント（サービスアダプタ，ビジネスプロセス，およびユーザ定
義受付）や配備定義をリポジトリに格納して，運用環境にデータを受け渡します。開発環境で作成し，リポ
ジトリに格納されたデータは，運用環境から実行環境に配備されます。
なお，配備定義の作成には，あらかじめ運用環境でセットアップした HCSC サーバの情報などが必要にな
ります。この情報はリポジトリを利用して運用環境から取得する必要があります。リポジトリを利用した
運用環境との情報の受け渡しについては，「3.2 リポジトリの管理」を参照してください。

(2)

ネットワーク上の位置づけ
開発環境，運用環境および実行環境は，インターネットやイントラネットなどのネットワークを使って連結
してシステムを構成します。
システム全体での開発環境のネットワーク上の位置づけについて次の図に示します。
図 1‒3
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システムを開発する前に
この章では，サービスプラットフォームのシステムを開発する前に実施する作
業，および知っておく必要のある内容について説明します。
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2.1

開発環境を使用するためのセットアップ

サービスプラットフォームの開発環境を使用するためのセットアップ手順を次に示します。
1. Service Architect をインストールします。
詳細は，「2.1.2 インストール」を参照してください。
2. Eclipse のアーカイブファイルを入手し，セットアップします。
詳細は，マニュアル「アプリケーションサーバ アプリケーション開発ガイド」の「2.4 Eclipse セッ
トアップ機能を使用したセットアップ」およびマニュアル「アプリケーションサーバ アプリケーション
開発ガイド」の「2.5 Eclipse の設定」を参照してください。
3. 必要に応じてテスト環境を構築します。
HCSC 簡易セットアップ機能を利用する場合
詳細は，「2.4

テスト環境の簡易セットアップ」を参照してください。

HCSC 簡易セットアップ機能を利用しない場合
マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」を参照して，運用・実行環境
を構築してください。
また，テスト環境で組み込みデータベースを利用する場合，
「2.1.4
を参照してください。

組み込みデータベースの構築」

4. 環境設定をします。
詳細は，「2.1.3
!

環境設定」を参照してください。

注意事項
• テスト環境では，HCSC サーバ（J2EE サーバ）に，テストで使用するアプリケーション（サービスリクエス
タおよびサービス部品）をデプロイできます。
ただし，次に示す名称は予約されているため，デプロイするアプリケーションの名称として利用できません。
・「CSC」で始まる名称
・ビジネスプロセス，サービスアダプタのサービス ID
・ユーザ定義受付の受付 ID
• テスト環境でビジネスプロセスをデバッグする場合は，必ず HCSC 簡易セットアップ機能を利用してくださ
い。
• HCSCTE プラグインを組み込んだ Eclipse を起動する際には，eclipse.ini ファイルの-vmargs オプションに
次の引数が指定されていることを確認してください。
-Djava.endorsed.dirs=<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\jaxp\lib
• アプリケーションサーバおよびサービスプラットフォームが提供する Eclipse のプラグイン機能以外の，
Eclipse に関するサポートはしていません。Eclipse の使用方法や Eclipse が表示するエラーの対処方法につ
いては，ユーザで調査，対処してください。

2.1.1

前提条件

サービスプラットフォームの開発環境を使用するための前提条件を次に示します。
開発環境を利用するユーザ
開発環境を利用するユーザは，「Administrators」または「Power Users」グループに属している必要
があります。
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インストールおよびセットアップが必要なソフトウェア
開発環境を使用する前に，次のソフトウェアがインストールおよびセットアップされている必要があり
ます。
• Eclipse
• WSDL4J 1.5.1※
注※ SOAP1.1 モードを使用する場合に必要になります。SOAP1.1 モードについては，「2.2.2
使用する SOAP モード」を参照してください。

2.1.2

インストール

Service Architect は，インストーラからインストールします。インストーラの指示に従ってインストール
してください。なお，インストール作業は Administrator 権限が設定されたユーザが実施してください。
詳細は，マニュアル「アプリケーションサーバ システム構築・運用ガイド」の「2.2.2 Application Server
を新規インストールする（Windows の場合）」を参照してください。なお，インストール手順の製品名
「Application Server」は，「Service Platform」と読み替えてください。
インストール先を指定する場合，半角英数字で 50 文字までのパス名を指定してください。
インストール種別を選択する画面では「標準」を選択してください。
Service Architect のインストール終了後，再起動してください。
ポイント
以前のバージョンからバージョンアップする場合，バージョンアップ前の環境で使用していたリポジトリ情報
を，バージョンアップ後も使用できる形式に移行できます。
移行の方法については「付録 A

2.1.3

旧バージョンからの移行」を参照してください。

環境設定

Eclipse を組み込んだ HCSCTE の環境を設定します。環境設定では，次の作業を実施します。
• SOAP モードの設定
• HCSCTE プロジェクトの作成
• プロパティの設定（リポジトリの設定および検証設定）
環境設定の詳細については，
「2.2.3
の管理」を参照してください。

SOAP モードの設定」および「3.

プロジェクトの管理とリポジトリ

参考
電文フォーマットを表示する場合で，電文フォーマット定義ファイルにマルチバイト文字が含まれているとき
は，次の操作を行って，エンコードを「UTF-8」に変更してください。
1.［ウィンドウ］−［設定］−［一般］−［ワークスペース］−［テキスト・ファイル・エンコード］を選択し
ます。
2.「その他（UTF-8）」を設定します。

2.1.4

組み込みデータベースの構築

Service Architect には，開発した HCSC コンポーネントをテストするためのテスト環境として利用でき
る，組み込みデータベースが含まれています。
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開発環境でのテスト用に HCSC サーバを構築する場合，組み込みデータベースを利用すると，別途 DB サー
バを用意・構築する必要がありません。
!

注意事項
• HCSC 簡易セットアップ機能を利用してテスト環境をセットアップする場合，以降で説明する組み込みデー
タベースの設定を行う必要はありません。
HCSC 簡易セットアップ機能の詳細については，「2.4
い。

テスト環境の簡易セットアップ」を参照してくださ

• テスト用の HCSC サーバと組み込みデータベースは，開発環境の同じマシン上に構築してください。ほかの
マシンに DB サーバを構築して組み込みデータベースを利用することはできません。

また，組み込みデータベースは HiRDB を基にしています。ほかのデータベース（Oracle）を使用する場合，
ほかのマシンに DB サーバを構築してください。
• HCSC 簡易セットアップ機能で組み込みデータベースをセットアップした場合，外部マシンから組み込み
データベースにリモート接続できません。HiRDB SQL Executer を使用して組み込みデータベースを操作
する場合は，テスト環境マシンで HiRDB SQL Executer を起動し，［CONNECT］ダイアログのホスト名
に「localhost」を指定してください。

組み込みデータベースを利用する場合に必要な設定について，以降で説明します。

(1)

DB サーバ側の設定
組み込みデータベースは，Service Architect をインストールした段階でインストールされます。そのため，
組み込みデータベースそのもののインストールは必要ありません。
組み込みデータベースを利用するには，次の作業が必要です。
• HiRDB SQL Executer のインストールおよび環境変数の設定
• DB サーバの構築および環境設定
• ユーザの設定およびスキーマの定義
• RD エリアの準備
• 組み込みデータベースの再起動
各作業について，次に説明します。

(a)

HiRDB SQL Executer のインストールおよび環境変数の設定
組み込みデータベースに含まれる HiRDB SQL Executer をインストールします。
組み込みデータベースを構築する場合の HiRDB SQL Executer のインストール方法については，マニュア
ル「アプリケーションサーバ アプリケーション開発ガイド」の「3.2 HiRDB SQL Executer のインストー
ル」を参照してください。
インストールが完了したら，次に示す環境変数 PATH を追加・設定します。
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\DB\BIN;
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\DB\CLIENT\UTL;

(b)

DB サーバの構築および環境設定
組み込みデータベースの DB サーバの構築，環境設定には，Eclipse を利用します。
DB サーバの構築および環境設定の方法については，マニュアル「アプリケーションサーバ アプリケーショ
ン開発ガイド」の「付録 B.3 組み込みデータベースの構築」を参照してください。
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なお，DB サーバ構築の設定画面では，構築するデータベースのサイズとして［Large（2GB）］を選択し
ます。
(c)

ユーザの設定およびスキーマの定義
データベースを利用するユーザとスキーマを定義します。
組み込みデータベースのユーザの設定およびスキーマの定義の方法については，マニュアル「アプリケー
ションサーバ アプリケーション開発ガイド」の「付録 B.3 組み込みデータベースの構築」を参照してく
ださい。

(d)

RD エリアの準備
HCSC Messaging の管理情報テーブルを格納するために，必要に応じて RD エリアを作成，追加または拡
張します。また，RD エリアを作成，追加または拡張した場合に，正しく処理されたかどうか確認します。
RD エリアを作成，追加または拡張する手順について，次に示します。
1. OS のシステム環境変数（PDHOST，PDNAMEPORT，PDUSER）に，組み込みデータベースとは異な
る HiRDB サーバの接続情報を設定している場合，set コマンドで削除します。
2. Windows の［スタート］メニューから，［Cosminexus］−［データベースコンソール］を選択しま
す。

組み込みデータベースを操作する環境変数が設定されます。
3. 作業に応じて，次のコマンドを実行します。
• pdfmkfs コマンド（RD エリアを作成する場合）
• pdmod コマンド（RD エリアを追加，拡張する場合）
• pddbls コマンド（RD エリアの状態を表示する場合）
上記のコマンドについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してください。
4. RD エリアを追加・拡張した場合，必要に応じて組み込みデータベースの DB 定義ファイル（HiRDB シ
ステム定義ファイル）の pdbuffer オペランドを追加して，組み込みデータベースのグローバルバッファ
を拡張します。
組み込みデータベースの DB 定義ファイルは，DB サーバの構築時に指定した DB 定義ファイルディレ
クトリの配下にあります。
(e)

組み込みデータベースの再起動
組み込みデータベースを停止して，再度起動します。
組み込みデータベースの停止および起動の方法については，マニュアル「アプリケーションサーバ アプリ
ケーション開発ガイド」の「6.2 組み込みデータベースの開始および停止」を参照してください。

(2)

DB クライアント（HCSC サーバ）側の設定
組み込みデータベースを利用する場合，DB クライアント（HCSC サーバ）の設定として，次の作業が必要
です。
• DB クライアントの環境変数の設定
• 環境変数グループの設定
• 組み込みデータベースの同時接続数の設定
• Reliable Messaging 用のユーザ権限の設定および RD エリアの準備
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各作業について，次に説明します。
(a)

DB クライアントの環境変数の設定
環境変数 PDXAMODE および PDTXACANUM を設定します。

(b)

環境変数グループの設定
次に示すパスの「クライアント環境変数登録ツール」で環境変数のグループを登録します。
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\DB\CLIENT\UTL
クライアント環境変数登録ツールで環境変数グループを登録する方法の詳細については，マニュアル
「HiRDB UAP 開発ガイド」を参照してください。
なお，登録した環境変数グループ名は，DB Connector のプロパティの XA_OPEN 文字列で指定します。
DB Connector のプロパティの XA_OPEN 文字列（XAOpenString）については，マニュアル「アプリ
ケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「4.2.2 DB Connector のプロパティ定義」を参
照してください。

(c) 組み込みデータベースの同時接続数の設定
必要に応じて，組み込みデータベースの同時接続数を増やします。組み込みデータベースの DB 定義ファイ
ルのオペランドを変更します。DB 定義ファイルは，
「(1)(b) DB サーバの構築および環境設定」の作業を
行うときに，DB サーバ構築の設定画面で設定するディレクトリにあります。
DB 定義ファイルで変更するオペランドを次に示します。
• pd_max_users（最大同時接続数）
• pd_max_server_process（最大同時起動サーバプロセス数）
• pd_process_count（常駐プロセス数）
あわせて，環境変数 PDTXACANUM の値は，pd_max_users の指定値以上に設定します。
(d)

Reliable Messaging 用のユーザ権限の設定および RD エリアの準備
必要に応じて，Reliable Messaging 用のユーザ権限の設定および RD エリアの準備を行います。
ユーザ権限の設定方法は，「(1)(c)

ユーザの設定およびスキーマの定義」に示す方法と同じです。

RD エリアの準備の方法は「(1)(d) RD エリアの準備」に示す方法と同じです。

2.1.5

アンインストール

Service Architect をアンインストールする方法について説明します。詳細は，マニュアル「アプリケーショ
ンサーバ システム構築・運用ガイド」の「3.3 システム環境のアンセットアップと Application Server
のアンインストール」を参照してください。なお，アンインストール手順の製品名「Application Server」
は，「Service Platform」と読み替えてください。
アンインストール作業は Administrator 権限が設定されたユーザが実施してください。
アンインストール前に Eclipse 環境のアンセットアップを実行してください。手順は，マニュアル「アプリ
ケーションサーバ アプリケーション開発ガイド」の「2.8.2 Eclipse 環境のアンセットアップ」を参照し
てください。
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また，J2EE サーバ，Management Server，PRF など実行環境の構成要素を停止してからアンインストー
ルしてください。組み込みデータベースを使用している場合は，組み込みデータベースを停止してからアン
インストールしてください。
アンインストールの手順について，次に示します。
1. 次のどちらかの操作を実施します。
• Windows の［スタート］メニューから，
［Cosminexus］−［uCosminexus Service Architect ア
ンインストール］を選択する
• ［コントロールパネル］の［プログラムの追加と削除］から，［uCosminexus Service Architect］
を選択する
Service Architect のアンインストールを確認するダイアログが表示されます。
2.［はい］ボタン，または［いいえ］ボタンをクリックします。
［はい］ボタンをクリックした場合
アンインストールが開始され，Service Architect の構成ソフトウェアがすべて削除されます。
［いいえ］ボタンをクリックした場合
アンインストールする構成ソフトウェアを選択するダイアログが表示されます。アンインストール
する構成ソフトウェアを選択して，［次へ］ボタンをクリックすると，アンインストールが開始さ
れ，選択した構成ソフトウェアが削除されます。
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2.2

構成の形態および SOAP モードの選択

サービスプラットフォームのシステムを開発する前に，システムで利用する機能，および SOAP モードを
明確にする必要があります。
ここでは，システムで利用する機能と，データベース／Reliable Messaging の使用有無について説明しま
す。また，使用する SOAP モードと対応する Web サービスの標準仕様について説明します。

2.2.1

データベースと Reliable Messaging の使用有無

サービスプラットフォームのどの機能を使用し，どのような運用をしたいかによって，データベースと
Reliable Messaging の使用有無が異なります。使用する機能ごとに，データベースと Reliable
Messaging の使用有無を次の表に示します。
表 2‒1

使用したい機能ごとのデータベースと Reliable Messaging の使用有無
使用したい機能

次の同期受付を使用したい

データベース

Reliable Messaging

×

×

×

×

×

×

○

○

• 標準受付（Web サービス）
• 標準受付（SessionBean）
• SOAP 受付
• TP1/RPC 受付
• FTP 受付
• HTTP 受付
• Message Queue 受付
次の非同期受付を使用したい
• 標準受付（MDB（WS-R））
• 標準受付（MDB（DB キュー））
• Message Queue 受付
次の同期のサービスアダプタを使用したい
• SOAP アダプタ
• SessionBean アダプタ
• TP1 アダプタ
• ファイルアダプタ
• Object Access アダプタ
• Message Queue アダプタ
• FTP アダプタ
• ファイル操作アダプタ
• メールアダプタ
• HTTP アダプタ
次の非同期のサービスアダプタを使用したい
• MDB（WS-R）アダプタ
• MDB（DB キュー）アダプタ

16

2

使用したい機能

データベース

Reliable Messaging

×※1

×

永続化するビジネスプロセスを使用したい

○

×

永続化しないビジネスプロセスを使用したい※2

×

×

○

×

DB アダプタを使用したい
ビジネスプロセスを
使用したい

システムを開発する前に

プロセスインスタンスの実行履歴を管理したい
（凡例）
○：必須です。
×：必須ではありません。
注※1

DB アダプタを使用する場合，HCSC サーバが稼働しているマシン上にデータベースは不要です。しかし，DB アダ
プタから接続するサービス部品稼働マシンでは，データベースが必要になります。
注※2
永続化しないビジネスプロセスを使用する場合，開発環境で定義できるプロセスに制限がありますので注意してくだ
さい。詳細は「5.2.1(3) ステータスの永続化の設定」を参照してください。

この表から，データベースと Reliable Messaging の使用有無による構成形態は，次の 3 つのパターンがあ
ることがわかります。

• データベースと Reliable Messaging の両方を使用する
• データベースと Reliable Messaging の両方を使用しない
• データベースを使用して Reliable Messaging を使用しない
本番環境をどのパターンで構築するかによって，テスト環境の設定内容が異なります。テスト環境と本番環
境で設定する，データベースと Reliable Messaging の使用有無については，マニュアル「サービスプラッ
トフォーム システム構築・運用ガイド」の「1.3 テスト環境と本番環境との関係」を参照してください。
また，テスト環境での設定内容については，「2.4 テスト環境の簡易セットアップ」を参照してください。

2.2.2

使用する SOAP モード

サービスプラットフォームでシステムを開発する前に，使用する SOAP モードを選択します。
ここでは，SOAP モードの種類と各モードのサポート範囲について説明します。
!

注意事項
Service Architect 09-71 から SOAP モードのデフォルトが SOAP1.1/1.2 併用モードに変更になりました。

(1)

SOAP モードの種類
SOAP モードの種類と，対応する Web サービス標準仕様および実行環境を示します。
• SOAP1.1 モード
SOAP1.1 に対応したシステムを開発する場合に選択します。SOAP1.1 モードは WS-I Basic
Profile1.0a に対応しています。
SOAP1.1 モードでは，SOAP メッセージの送受信に SOAP 通信基盤を使用します。
• SOAP1.1/1.2 併用モード

17

2

システムを開発する前に

SOAP1.1 または SOAP1.2 に対応したシステムを開発する場合に選択します。SOAP1.1/1.2 併用
モードは WS-I Basic Profile1.1 に対応しています。
SOAP1.1/1.2 併用モードでは WS-I Attachments Profile -Version 1.0 で規定された wsi:swaRef 形
式の添付ファイルに対応しています。
SOAP1.1/1.2 併用モードでは，SOAP メッセージの送受信に JAX-WS エンジンを使用します。

(2)

SOAP モードのサポート範囲
受付，サービスアダプタ，およびビジネスプロセスの機能と SOAP モードの対応を次の表に示します。
表 2‒2

SOAP モードのサポート範囲

分類

機能名

受付

サービスアダ
プタ

ビジネスプロ
セス

1.1

1.1/1.2 併用

標準受付（Web サービス（SOAP1.1））

○

○

標準受付（Web サービス（SOAP1.2））

×

○

標準受付（SessionBean）

○

○

標準受付（MDB（WS-R））

○

×

標準受付（MDB（DB キュー））

○

○

ユーザ定義受付

○

○

SOAP アダプタ

○

○

SessionBean アダプタ

○

×

MDB（WS-R）アダプタ

○

×

MDB（DB キュー）アダプタ

○

○

DB アダプタ

○

○

TP1 アダプタ

○

○

ファイルアダプタ

○

○

Object Access アダプタ

○

○

Message Queue アダプタ

○

○

FTP アダプタ

○

○

ファイル操作アダプタ

○

○

メールアダプタ

○

○

HTTP アダプタ

○

○

汎用カスタムアダプタ

○

○

ビジネスプロセス

○

○

（凡例）
○：サポートしています。
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×：サポートしていません。

WSDL 定義のスタイルと SOAP モードの対応を次の表に示します。
表 2‒3

SOAP モードのサポート範囲（WSDL 定義のスタイル）

SOAP のバージョン
SOAP1.1

SOAP1.2

SOAP モード

WSDL 定義のスタイル

1.1

1.1/1.2 併用

rpc/literal

○

×

document/literal

○

○

rpc/literal

×

×

document/literal

×

○

（凡例）
○：サポートしています。
×：サポートしていません。

なお，SOAP モードと Web サービスを利用したサービス部品との関係については，
「2.6.1
スを利用したサービス部品の適用範囲」を参照してください。

2.2.3

Web サービ

SOAP モードの設定

SOAP モードは，HCSC 簡易セットアップ画面または cscsoapmode コマンドで設定できます。
HCSC 簡易セットアップ画面では，開発環境と実行環境の SOAP モードを設定できます。HCSC 簡易セッ
トアップ画面での設定については，
「2.4.2(1)(c) HCSC 簡易セットアップ画面の入力項目」を参照してく
ださい。
cscsoapmode コマンドでは，開発環境の SOAP モードを設定できます。実行環境の SOAP モードを設定
する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「2.2.3 使
用する SOAP モード」を参照してください。cscsoapmode コマンドについては，マニュアル「サービス
プラットフォーム リファレンス」の「cscsoapmode（SOAP モードの設定）」を参照してください。
設定した SOAP モードを確認する方法については，「2.4.5

SOAP モードの確認」を参照してください。

設定した SOAP モードを変更する方法については，「3.1.5
い。

SOAP モードを変更する」を参照してくださ
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2.3

開発手順

サービスプラットフォームを利用してシステムを開発する手順を次に示します。
図 2‒1 システムの開発手順
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注※1
HCSC 簡易セットアップについては，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガ
イド」の「1.3 テスト環境と本番環境との関係」を参照してください。リポジトリのエクスポートに
ついては，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「4.2 リポジトリ
のエクスポート」を参照してください。
注※2
HCSC 簡易セットアップ機能を使用してテスト環境を構築します。HCSC 簡易セットアップ機能につ
いては，
「2.4 テスト環境の簡易セットアップ」を参照してください。HCSC 簡易セットアップ機能を
使用しない場合は，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」を参照して，
運用・実行環境を構築してください。
注※3
サービスアダプタの定義およびユーザ定義受付の定義については，マニュアル「サービスプラット
フォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「2. ユーザ定義受付の定義」および「3. サービスア
ダプタの定義」を参照してください。
注※4
これらの作業を一括して実行することもできます。ただし，一括実行は，システム開発時，または単体
テストから結合テスト時を対象としています。なお，運用環境で実施する HCSC コンポーネントの配
備と開始も一緒に実行されます。詳細については，「7.5 HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配
備して開始する処理の一括実行」を参照してください。

各工程の作業を次に示します。

(1)

リポジトリのインポート（システム構成定義の取得）
運用環境で作成した HCSC サーバの情報をマスタ開発環境に統合するため，システム構成定義だけをイン
ポートします。リポジトリのインポートについては，
「3.2.3 リポジトリをインポートする」を参照してく
ださい。

(2)

電文フォーマットの作成
サービスリクエスタ，サービスアダプタ，およびサービス部品の間でやり取りされる電文の形式（電文フォー
マット）を定義します。作成する電文フォーマットは，サービス部品の実行に利用する電文で XML 形式の
データを扱うか，バイナリ形式（XML 形式以外）のデータを扱うかによって異なります。電文フォーマッ
トの作成の詳細については，「4. 電文フォーマットの作成」を参照してください。

(3) サービスアダプタの定義
サービスアダプタを使用してシステムを開発する場合，サービスアダプタ追加用のウィザードおよび定義済
みのサービスアダプタを利用して，サービスアダプタを追加します。追加したサービスアダプタは，サービ
スアダプタ定義画面で定義します。サービスアダプタの定義の詳細については，マニュアル「サービスプ
ラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「3. サービスアダプタの定義」を参照してくださ
い。

(4)

ビジネスプロセスの定義
ビジネスプロセスを使用してシステムを開発する場合，ビジネスプロセス追加用のウィザードおよび定義済
みのビジネスプロセスを利用して，ビジネスプロセスを追加します。追加したビジネスプロセスは，ビジネ
スプロセス定義画面で定義します。ビジネスプロセスの定義の詳細については，「5. ビジネスプロセスの
定義」を参照してください。
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また，ビジネスプロセスの実行要求を標準受付以外で受け付ける場合，ユーザ定義受付を定義する必要があ
ります。ユーザ定義受付の定義の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受
付・アダプタ定義編」の「2. ユーザ定義受付の定義」を参照してください。

(5)

データ変換定義の作成
サービス部品との電文のやり取りでデータ変換が必要な場合は，データ変換を定義します。データ変換の定
義の詳細については，「6. データ変換の定義」を参照してください。

(6) ユーザ定義受付の定義
サービス部品実行要求を受け付け，応答を返すインターフェースとして任意の形式を定義する場合，ユーザ
定義受付を定義します。ユーザ定義受付の定義の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム
開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「2. ユーザ定義受付の定義」を参照してください。

(7)

リポジトリのエクスポート（マスタ開発環境への統合）
複数の開発環境で HCSC コンポーネントを開発（分散開発）する場合，マスタ開発環境以外の環境で開発
した HCSC コンポーネントが含まれるリポジトリをエクスポートします。
リポジトリのエクスポートについては，「3.2.2

(8)

リポジトリをエクスポートする」を参照してください。

リポジトリのインポート（マスタ開発環境への統合）
マスタ開発環境以外のマシンで分散開発した HCSC コンポーネントの情報をマスタ開発環境に統合するた
め，「(7) リポジトリのエクスポート（マスタ開発環境への統合）」でエクスポートしたリポジトリの一部
をマスタ開発環境にインポートします。リポジトリのインポートについては，「3.2.3 リポジトリをイン
ポートする」を参照してください。

(9)

HCSC コンポーネントの組み立て（パッケージング）
「(3) サービスアダプタの定義」〜「(6) ユーザ定義受付の定義」で定義した HCSC コンポーネントの定
義に関連する定義ファイル，および実行環境が提供するファイルをまとめて EAR ファイルにパッケージン
グします。パッケージングの方法については，「7. HCSC コンポーネントのパッケージングと配備定義」
を参照してください。

(10)

配備定義
HCSC コンポーネントを配備するクラスタ（または単一の HCSC サーバ）の情報を定義します。配備定義
の詳細については，「7. HCSC コンポーネントのパッケージングと配備定義」を参照してください。
参考
配備する前に，配備するクラスタ（または単一の HCSC サーバ）に設定されている，データベースと Reliable
Messaging の使用有無を確認する場合の手順を次に示します。
1. Eclipse のメニューから，［HCSC-Definer］−［システム構成定義一覧］を選択します。
ツリービューのシステム構成定義一覧に，配備するクラスタ（または単一の HCSC サーバ）の一覧が表示さ
れます。
2. 配備するクラスタ（または単一の HCSC サーバ）の一覧から，確認したいクラスタ（または単一の HCSC
サーバ）を選択し，ダブルクリックします。
配備するクラスタ（または単一の HCSC サーバ）に設定されている，データベースと Reliable Messaging
の使用有無の情報が表示されます。
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リポジトリのエクスポート（運用環境へのデータ移行）
マスタ開発環境で，HCSC コンポーネントの配備に必要な定義ファイルを格納したリポジトリをエクス
ポートします。マスタ開発環境からエクスポートした情報は，運用環境にインポートして利用されます。リ
ポジトリのエクスポートについては，「3.2.2 リポジトリをエクスポートする」を参照してください。

(12)

サービスリクエスタの作成
HCSC コンポーネントにサービス部品の実行を要求する電文を送信するためのサービスリクエスタを作成
します。なお，サービスリクエスタの作成は，サービスアダプタの定義やビジネスプロセスの定義と同時に
行うこともできます。同時に行う場合，サービスアダプタの定義やビジネスプロセスの定義で設定するイン
ターフェース情報などをあらかじめ確認して，サービスリクエスタでも同じ設定にしてください。HCSC
コンポーネントの作成方法については，「8. サービスリクエスタの作成」を参照してください。

(13)

ビジネスプロセスのデバッグ
定義したビジネスプロセスを運用環境で利用する前に，開発環境でテストおよびデバッグします。ビジネス
プロセスをデバッグする方法については，「9. ビジネスプロセスのデバッグ」を参照してください。
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2.4

テスト環境の簡易セットアップ

実行環境に配備して実運用を始める前に，Service Architect で開発したサービスアダプタやビジネスプロ
セスは，テストやデバッグを実施することを推奨します。そのためには，テストやデバッグを実施するため
の運用・実行環境（テスト環境）を構築する必要があります。
Service Architect には，テスト環境の構築を支援する HCSC 簡易セットアップ機能が備わっています。テ
ストやデバッグを実施するための運用・実行環境には，さまざまな情報を設定する必要があるため，構築に
は相応の時間が掛かります。HCSC 簡易セットアップ機能を利用すると，テスト環境に必要なさまざまな
情報を自動的に設定できます。また，HCSC 簡易セットアップ機能には，HCSC 簡易セットアップ機能を
利用してセットアップしたテスト環境を自動的にアンセットアップする機能もあります。
!

注意事項
1 台のマシンに複数の運用・実行環境（テスト環境）を構築（CSCMNG_HOME 環境変数を設定）する場合，
HCSC 簡易セットアップ機能を使用できません。

この節では，HCSC 簡易セットアップ機能の概要と利用方法について説明します。

2.4.1

HCSC 簡易セットアップ機能で構築できる環境

HCSC 簡易セットアップ機能を利用して構築されるテスト環境は，次の図のような構成になります。次の
図に示すプロセス以外のものをテスト環境として利用する場合，別途設定が必要になります。
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HCSC 簡易セットアップ機能を利用して構築されるテスト環境の構成

HCSC 簡易セットアップ機能を利用すると，テスト環境の各プロセスに，ユーザ ID，パスワード，ポート
番号，ホスト名などの情報を自動的に設定できます。HCSC 簡易セットアップ機能を利用した場合にテス
ト環境に設定される情報の詳細については，「2.4.3(2) テスト環境の運用に必要な情報」を参照してくだ
さい。
HCSC 簡易セットアップ機能で構築した環境の Web コンテナ単位の同時実行数は 10 です。そのため，11
リクエスト以上を同時に処理する場合，Web コンテナのスレッドが枯渇するおそれがあります。Web コ
ンテナ単位の同時実行数を変更する場合は，simple_model.xml ファイルまたは simple_model_cjl.xml
ファイルの webserver.connector.inprocess_http.max_execute_threads プロパティの定義を変更して
ください。
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webserver.connector.inprocess_http.max_execute_threads プロパティについては，マニュアル「アプ
リケーションサーバ 機能解説 基本・開発編(Web コンテナ)」の「2.16.2 実行環境での設定（J2EE サー
バの設定）」を参照してください。

2.4.2

HCSC 簡易セットアップ機能の実行

HCSC 簡易セットアップ機能を利用してテスト環境をセットアップ，またはアンセットアップするための
前提条件と，テスト環境のセットアップおよびアンセットアップの方法について説明します。

(1)

テスト環境のセットアップ
HCSC 簡易セットアップ機能を利用してテスト環境をセットアップする場合の前提条件，およびセット
アップ方法について説明します。

(a)

前提条件
テスト環境をセットアップするための前提条件を次に示します。
テスト環境の前提ソフトウェア
HCSC 簡易セットアップ機能を利用してテスト環境をセットアップするには，次のソフトウェアがイン
ストールされている必要があります。
• Component Container※1
• XML Processor※1
• TPBroker※1
• Performance Tracer※1
• Reliable Messaging※1
• Service Coordinator※1
• WSDL4J 1.5.1※2
注※1
これらのソフトウェアは，Service Architect の構成ソフトウェアです。Service Architect をイン
ストールしている環境であれば，改めて上記のソフトウェアをインストールする必要はありません。
上記のソフトウェアを改めてインストールする場合，インストーラからインストールします。イン
ストーラの指示に従ってインストールしてください。なお，インストール作業は Administrator 権
限が設定されたユーザが実施してください。
注※2
WSDL4J 1.5.1 は，これ以外の前提ソフトウェアをインストールしたあとにインストールしてくだ
さい。WSDL4J 1.5.1 は，SOAP1.1 モードを使用する場合に必要になります。
HCSC 簡易セットアップ機能を利用するときのシステムの状態
HCSC 簡易セットアップ機能を利用してテスト環境をセットアップする場合，システムが次の状態であ
る必要があります。
• サービスプラットフォームを新規にインストールした直後であること。
• サービスプラットフォームに関する設定をしていないこと。
ただし，システム環境変数で，変数名「TZ」の値が有効になっている必要があります。環境変数「TZ」
にはタイムゾーンを設定します。タイムゾーンには「JST-9」と指定してください。
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なお，セットアップ後にテスト環境をカスタマイズした場合，カスタマイズした情報はアンセットアッ
プ時に削除されます。カスタマイズした情報を削除したくない場合は，カスタマイズ時に追加・変更し
た定義ファイルのパラメタ情報を記録しておいてください。
データベースと Reliable Messaging の両方を使用する場合の前提条件
データベースと Reliable Messaging の両方を使用する場合（HCSC 簡易セットアップ画面で［DB/RM
ありモデル］を選択する場合），次の条件を満たす必要があります。
• HiRDB に関する知識を持っていること。
• 高負荷テストや性能測定などを実施しないこと。
注
テスト環境をアンセットアップしたあとには，HCSC 簡易セットアップ機能を利用してテスト環境
を再度セットアップできます。テスト環境のアンセットアップについては「2.4.2(2) テスト環境の
アンセットアップ」を参照してください。
(b)

セットアップ方法
HCSC 簡易セットアップ機能を利用したテスト環境のセットアップには，HCSC 簡易セットアップ画面を
利用します。テスト環境のセットアップ方法を次に示します。
1. Windows の［スタート］メニューから，［Cosminexus］−［環境構築］−［テスト環境セットアッ
プ］を選択します。
HCSC 簡易セットアップ画面が表示されます。
2. HCSC 簡易セットアップ画面で必要な情報を入力します。
HCSC 簡易セットアップ画面で入力する項目については，
「2.4.2(1)(c)
の入力項目」を参照してください。

HCSC 簡易セットアップ画面

3.［セットアップ］ボタンをクリックします。
テスト環境のセットアップが開始されます。セットアップの状況は，HCSC 簡易セットアップ画面のコ
ンソールに表示されます。コンソールに「HCSC 簡易セットアップ機能のセットアップを終了します」
と表示されたら，テスト環境は正常にセットアップされています。
! 注意事項
コンソールにエラーが表示され，テスト環境のセットアップが異常終了した場合，再セットアップする必要
があります。異常終了したときに，HCSC 簡易セットアップ画面の［セットアップ］ボタンが活性か，非活
性かによって，再セットアップの手順が異なります。
［セットアップ］ボタンが活性の場合
［セットアップ］ボタンをクリックして，再セットアップできます。
［セットアップ］ボタンが非活性の場合
［アンセットアップ］ボタンをクリックして，一度アンセットアップします。そのあとで，再度セットアッ
プしてください。

(c)

HCSC 簡易セットアップ画面の入力項目
HCSC 簡易セットアップ画面は，［メイン］タブと［サーバ名称］タブで分けられます。［サーバ名称］タ
ブでは，サーバ名やクラスタ名などの情報をセットアップ時に変更できます。
HCSC 簡易セットアップ画面の入力項目について，HCSC 簡易セットアップ機能で構築される環境内の各
プロセスとの関連を用いて説明します。
HCSC 簡易セットアップ画面を次の図に示します。
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図 2‒3 HCSC 簡易セットアップ画面（［メイン］タブ）
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HCSC 簡易セットアップ画面（［サーバ名称］タブ）

HCSC 簡易セットアップ画面で入力する項目は，次の図のように，構築される環境の各プロセスに設定さ
れます。設定される値の関連を次の図に示します。
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図 2‒5 HCSC 簡易セットアップ画面の入力項目の関連

［DB あり/RM なしモデル］，［DB/RM なしモデル］，または［DB/RM ありモデル］のどれを選択したか
によって，設定する項目が異なります。図 2-5 の（n）で示されている設定値（HCSC 簡易セットアップ画
面での入力項目）の詳細を次の表に示します。
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HCSC 簡易セットアップ画面で入力する項目
入力項目
HCSC 簡易セット

タブ

分類

項番

アップ画面の項目名※

説明

初期値※2

1

メイン

モデル

組み込みデータ
ベース

−

DB あり/RM なしモ
デル

データベースを使用し，Reliable
Messaging を使用しない場合に選
択します。

選択

−

DB/RM なしモデル

データベースと Reliable
Messaging の両方を使用しない場
合に選択します。

−

−

DB/RM ありモデル

データベースと Reliable
Messaging の両方を使用する場合
に選択します。

−

(1)

データ格納先

RD エリアを作成するディレクト
リおよびシステムファイルを作成
するディレクトリを指定します。
660MB 以上使用できるディレク
トリを指定します。

<サービスプ
ラットフォーム
のインストール
ディレクトリ>
\CSC\DB

存在しないディレクトリを指定し
た場合，指定したディレクトリが新
規作成されます。

\area

［DB あり/RM なしモデル］または
［DB/RM ありモデル］を選択した
場合だけ指定します。

(2)

DB 接続ポート番号

Management Server または
HCSC サーバから組み込みデータ
ベースにアクセスする場合に使用
するポート番号を指定します。
5001〜65535 の整数で指定しま
す。

22200

［DB あり/RM なしモデル］または
［DB/RM ありモデル］を選択した
場合だけ指定します。
Management
Server

(3)

HCSC サーバ運用
ポート番号

HCSC-Manager から
Management Server にアクセス
する場合に使用するポート番号を
指定します。1〜65535 の整数で
指定します。

28099

(4)

論理サーバ運用ポー
ト番号

Smart Composer または運用管理
ポータル画面から Management
Server にアクセスする場合に使用
するポート番号を指定します。1〜
65535 の整数で指定します。

28080

(5)

終了要求受信ポート
番号（内部管理用）

Management Server が内部の管
理用に利用するポート番号を指定

28005
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入力項目
HCSC 簡易セット
タブ

分類

項番

アップ画面の項目名※

初期値※2

説明

1

メイン

Management
Server

(5)

終了要求受信ポート
番号（内部管理用）

します。1〜65535 の整数で指定
します。

28005

(6)

内部通信ポート番号
（内部管理用）

Management Server が内部の管
理用に利用するポート番号
（mserver.properties ファイルの
webserver.connector.ajp13.port
キー）を指定します。1〜65535 の
整数で指定します。

28009

(7)

インプロセスネーミ
ングサービスポート
番号（内部管理用）

Management Server が内部の管
理用に利用するポート番号
（mserver.properties ファイルの
ejbserver.naming.port キー）を指
定します。1〜65535 の整数で指
定します。

28900

運用管理エー
ジェント

(8)

エージェント接続
ポート番号（内部管理
用）

Management Server から運用管
理エージェントにアクセスする場
合に使用する内部管理用のポート
番号を指定します。1〜65535 の
整数で指定します。

20295

HCSC サーバ

−

SOAP1.1 モード

SOAP1.1 モードを使用する場合に
選択します。

選択

−

SOAP1.1/1.2 併用
モード

SOAP1.1/1.2 併用モードを使用す
る場合に選択します。

(9)

Web サービス/MDB
サービスリクエスタから標準受付
（WS-R）受付ポート番 （Web サービスまたは MDB（WS号
R）），またはユーザ定義受付にアク
セスする場合に使用するポート番
号を指定します。1〜65535 の整
数で指定します。

(10)

SessionBean 受付
ポート番号

Management Server から HCSC
サーバに，またはサービスリクエス
タから標準受付（SessionBean）に
アクセスする場合に使用するポー
ト番号を指定します。1〜65535
の整数で指定します。

(11)

MDB（DB キュー）受 サービスリクエスタから標準受付
付ポート番号
（MDB（DB キュー））にアクセス
する場合に使用するポート番号を
指定します。1024〜65535 の整
数で指定します。
［DB/RM ありモデル］を選択した
場合だけ指定します。
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入力項目
HCSC 簡易セット
タブ

分類

項番

アップ画面の項目名※

説明

初期値※2

1

メイン

サーバ名
称

HCSC サーバ

サーバ名称の選
択

(12)

稼働確認ポート番号

HCSC サーバが内部の管理用に利
用するポート番号を指定します。
1〜65535 の整数で指定します。

23152

(13)

簡易 Web サーバポー
ト番号（内部管理用）

HCSC サーバが内部の管理用に利
用するポート番号を指定します。
1〜65535 の整数で指定します。

8080

−

V7 互換名称

HCSC 簡易セットアップで構築す
るテスト環境の各種サーバ名称に
ついて，バージョン 7 と同じ名称を
使用する場合に選択します。

−

HCSC 本番環境簡易
セットアップ名称

HCSC 簡易セットアップで構築す
るテスト環境の各種サーバ名称に
ついて，HCSC 本番環境簡易セッ
トアップでセットアップする名称
と同じ名称を使用する場合に選択
します。

−

選択

HCSC 本番環境簡易セットアップ
については，マニュアル「サービス
プラットフォーム システム構築・
運用ガイド」の「3.5 本番環境の
簡易セットアップ」を参照してくだ
さい。
−

サーバ名称

カスタム名称

HCSC 簡易セットアップで構築す
るテスト環境の各種サーバ名称に
ついて，任意の名称を指定する場合
に選択します。

(14)

論理 J2EE サーバ名称

接続先の J2EE サーバ名称を指定
します。1〜128 文字以内の半角英
数字，アンダーバーおよびハイフン
を指定します。

J2EEServer

(15)

論理 PRF 名称

HCSC サーバと連動して動作する
PRF のサーバ名称を指定します。
1〜128 文字以内の半角英数字，ア
ンダーバーおよびハイフンを指定
します。

PRF

−

クラスタ名称

セットアップする HCSC サーバが
属するクラスタの名称を指定しま
す。クラスタ間で一意になるクラ
スタ名を指定します。1〜8 文字以
内の半角英数字およびアンダー
バーを指定します。

Cluster

HCSC サーバ名称

セットアップする HCSC サーバの
名称を指定します。1〜8 文字以内

HCSC

(16)

−
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入力項目
HCSC 簡易セット
タブ

分類

項番

説明

アップ画面の項目名※

初期値※2

1

サーバ名
称

サーバ名称

(16)

HCSC サーバ名称

(17)

Manager 名称

の半角英数字およびアンダーバー
を指定します。
HCSC-Manager が Manager を
認識するための HCSC-Manager
独自の識別名を指定します。1 つ
のリポジトリで複数の HCSC サー
バを管理している場合，Manager
（ホスト）単位に一意になる識別名
を指定します。1〜16 文字以内の
半角英数字およびアンダーバーで
指定します。

HCSC

Manager

（凡例）
−：該当しません。
注※1
HCSC 簡易セットアップ画面の対応する項目の上でマウスカーソルを一時停止すると，その項目の説明文が一時的に
表示されます。
注※2
初期値は，初めて HCSC 簡易セットアップ画面を表示したときに初期表示される値です。初期値を変更してセット
アップした場合，次回の HCSC 簡易セットアップ画面には前回の設定値が初期値として表示されます。

(2)

テスト環境のアンセットアップ
HCSC 簡易セットアップ機能を利用してセットアップしたテスト環境をアンセットアップする場合の前提
条件，およびアンセットアップ方法について説明します。
!

注意事項
HCSC 簡易セットアップ機能を利用してアンセットアップすると，テスト環境はセットアップ前の状態に戻りま
す。テスト環境で利用していたサービスアダプタやビジネスプロセスなどは自動的に削除されるので，必要な
データは，アンセットアップ前に必ずバックアップを取得してください。

(a) 前提条件
テスト環境をアンセットアップするための前提条件を次に示します。
• アンセットアップの対象が，HCSC 簡易セットアップ機能を利用してセットアップしたテスト環境であ
ること。
• Management Server，および運用管理エージェントが起動していること。
• HCSC 簡易セットアップ画面で［DB あり/RM なしモデル］または［DB/RM ありモデル］を選択して
テスト環境をセットアップした場合，組み込みデータベースのサービス部品が起動していること。
(b)

アンセットアップ方法
テスト環境のアンセットアップには，HCSC 簡易セットアップ画面を利用します。テスト環境のアンセッ
トアップ方法を次に示します。
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1. Windows の［スタート］メニューから，［Cosminexus］−［環境構築］−［テスト環境セットアッ
プ］を選択します。
HCSC 簡易セットアップ画面が表示されます。
2. HCSC 簡易セットアップ画面の［アンセットアップ］ボタンをクリックします。
テスト環境のアンセットアップが開始されます。アンセットアップの状況は，HCSC 簡易セットアップ
画面のコンソールに表示されます。コンソールに「HCSC 簡易セットアップ機能のアンセットアップを
終了します」と表示されたら，テスト環境は正常にアンセットアップされています。

2.4.3

HCSC 簡易セットアップ機能でセットアップしたテスト環境の運
用

HCSC 簡易セットアップ機能を利用してセットアップしたテスト環境の運用方法，および運用に必要な情
報について説明します。

(1)

テスト環境の起動と停止
テスト環境の起動および停止方法について，次の表に示します。
表 2‒5

テスト環境の起動および停止方法
起動・停止の対象

組み込みデータベース※

起動・停止方法
起動する場合：
Windows の［スタート］メニューから，
［Cosminexus］−［データベー
ス起動］を選択します。
停止する場合：
Windows の［スタート］メニューから，
［Cosminexus］−［データベー
ス停止］を選択します。

組み込みデータベースのサービス※
• Management Server

テスト環境のマシンを起動または停止すると，自動的に起動または停止さ
れます。

• 運用管理エージェント

テスト環境のマシンを起動すると，自動的に起動されます。また，テスト
環境のマシンを停止すると，自動的に停止されます。

• Performance Tracer

起動する場合：

• J2EE サーバ

Windows の［スタート］メニューから，
［Cosminexus］−［テストサー
バ起動］を選択します。

• HCSC サーバ
• 標準受付

停止する場合：
Windows の［スタート］メニューから，
［Cosminexus］−［テストサー
バ停止］を実行します。

注※
HCSC 簡易セットアップ画面で［DB あり/RM なしモデル］または［DB/RM ありモデル］を選択した場合だけ実施
します。

(2)

テスト環境の運用に必要な情報
HCSC 簡易セットアップ機能を利用してテスト環境をセットアップした場合，必要な情報は自動的に設定
されます。テスト環境を使ってテストおよびデバッグを行うには，HCSC 簡易セットアップ機能でテスト
環境をセットアップする際に設定される情報を知っておく必要があります。
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HCSC 簡易セットアップ機能を利用してセットアップしたテスト環境に設定される情報を，次に説明しま
す。
ポイント
HCSC 簡易セットアップ機能を利用してセットアップしたテスト環境に設定される情報は，テスト環境のセット
アップ後にカスタマイズできます。カスタマイズの方法については，「2.4.4 テスト環境のカスタマイズ」を参
照してください。

(a)

ユーザ ID およびパスワードの情報
HCSC 簡易セットアップ機能でセットアップしたテスト環境に設定されるユーザ ID およびパスワードの
情報を次の表に示します。
表 2‒6

テスト環境に設定されるユーザ ID およびパスワード

設定先
組み込みデータベース※1

Management Server

設定されるユーザ ID または
パスワード

初期値

説明

ユーザ ID

admin※2

テーブル所有者の認可識別子（環境変数の
USRID）。

パスワード

admin※2

テーブル所有者のパスワード（環境変数の
PSWD）。

管理ユーザ ID

admin

Management Server にログインするための
管理ユーザ ID（cmx_build_system -change
コマンド※3 などで使用）。

パスワード

admin

Management Server にログインするための
パスワード（cmx_build_system -change コ
マンド※3 などで使用）。

HCSC-Manager

HCSC サーバ

HCSC-Manager ログイン
ユーザ ID

admin

HCSC-Manager ログインパ
スワード

admin

HCSC サーバが使用する
データベースのユーザ ID

admin

HCSC サーバが使用する
データベースのパスワード

admin

HCSC-Manager にログインするためのユー
ザ ID（cscsvstart コマンド※4 などで使用）。
HCSC-Manager にログインするためのパス
ワード（cscsvstart コマンド※4 などで使用）。
HCSC サーバが使用するデータベースのユー
ザ ID（csccompodeploy コマンド※4 などで
使用）。
HCSC サーバが使用するデータベースのパス
ワード（csccompodeploy コマンド※4 など
で使用）。

注※1
HCSC 簡易セットアップ画面で［DB あり/RM なしモデル］または［DB/RM ありモデル］を選択した場合だけ設定
されます。
注※2
組み込みデータベース内では，大文字「ADMIN」で扱われます。
注※3
このコマンドについては，マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」の「cmx_build_system
（Web システムの構築）」を参照してください。
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注※4
cscsvstart コマンドについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「cscsvstart（HCSC
サーバの起動）」を参照してください。csccompodeploy コマンドについては，マニュアル「サービスプラットフォー
ム リファレンス」の「csccompodeploy（HCSC コンポーネントの配備）」を参照してください。

(b) ポート番号の情報
HCSC 簡易セットアップ機能でセットアップしたテスト環境には，次に示すポート番号が設定されます。
ポート番号は，HCSC 簡易セットアップ画面で任意の値を指定できます。HCSC 簡易セットアップ画面で
の指定値の詳細については，「表 2-4 HCSC 簡易セットアップ画面で入力する項目」を参照してくださ
い。
組み込みデータベース（HCSC 簡易セットアップ画面で［DB あり/RM なしモデル］または［DB/RM あり
モデル］を選択した場合だけ）
• DB 接続ポート番号
Management Server
• HCSC サーバ運用ポート番号
• 論理サーバ運用ポート番号
• 終了要求受信ポート番号
• 内部通信ポート番号
• インプロセスネーミングサービスポート番号
運用管理エージェント
• エージェント接続ポート番号
J2EE サーバ
• Web サービス/MDB（WS-R）受付ポート番号
• SessionBean 受付ポート番号
• MDB（DB キュー）受付ポート番号
• 稼働確認ポート番号
• 簡易 Web サーバポート番号
(c) 名称の情報
HCSC 簡易セットアップ機能でセットアップしたテスト環境に設定されるホスト名やサーバ名などの情報
を次の表に示します。なお，HCSC 簡易セットアップ画面の［サーバ名称］タブでサーバ名称を変更した
場合は，変更後の名称が設定されます。
表 2‒7

テスト環境に設定される名称

設定先
組み込みデータベース

設定される名称

初期値

ホスト名

localhost

組み込みデータベースのホスト名（環
境変数の DB_HOST）。

ホスト名

localhost

Management Server のホスト名
（cmx_build_system -change コマン

※1

Management Server

説明

ド※2 などで使用）。
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設定先
HCSC-Manager

設定される名称
Manager 名

初期値
Manager

説明
HCSC-Manager が Manager を認識
するための HCSC-Manager 独自の識
別名（cscsvstart コマンド※3 などで使
用）。

PRF

サーバ名

PRF

PRF のサーバ名称。

J2EE サーバ

サーバ名

J2EEServer

接続先 J2EE サーバの名称（cjstartsv
コマンド※2 などで使用）。

ホスト名

localhost

接続先 J2EE サーバのホスト名。

Reliable Messaging が

RM

Reliable Messaging が連携するシス

リソースアダプタ名

Reliable Messaging

対象となる RAR ファイルの表示名

連携するシステム全体で
一意なシステム名

DB_Connector_for_HiRD
B_Type4

テム全体で一意なシステム名（環境変
数の HRM_SYSTEM_NAME）。

（cjdeployrar コマンド※2 などで使
用）。

DB_Connector_for_HiRD
B_Type4_Cosminexus_R
M
クラスタ

クラスタ名

Cluster

クラスタの名称。

HCSC サーバ

HCSC サーバ名

HCSC

HCSC サーバの名称（cscsvstart コマ
ンド※3 などで使用）。

注※1
HCSC 簡易セットアップ画面で［DB あり/RM なしモデル］または［DB/RM ありモデル］を選択した場合だけ設定
されます。
注※2
cmx_build_system -change コマンドについては，マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス コマンド
編」の「cmx_build_system（Web システムの構築）」を参照してください。cjstartsv コマンドについては，マニュ
アル「アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」の「cjstartsv（J2EE サーバの開始）」を参照してくださ
い。cjdeployrar コマンドについては，マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」の
「cjdeployrar（リソースアダプタのデプロイ）」を参照してください。
注※3
このコマンドについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「cscsvstart（HCSC サーバの
起動）」を参照してください。

(d)

そのほかの情報
HCSC 簡易セットアップ画面で［DB あり/RM なしモデル］または［DB/RM ありモデル］を選択した場
合，HCSC 簡易セットアップ機能でセットアップしたテスト環境の組み込みデータベースには，次の情報
が設定されます。
データ（RD エリア）格納先
RD エリア格納先の情報は，HCSC 簡易セットアップ画面で任意の値を指定できます。HCSC 簡易セッ
トアップ画面での指定値の詳細については，「表 2-4 HCSC 簡易セットアップ画面で入力する項目」
を参照してください。
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構築するデータベースの領域サイズ
構築するデータベースの領域サイズ（環境変数の DB_SIZE）が設定されます。
初期値は「660MB」です。

(3) 組み込みデータベースの運用
HCSC 簡易セットアップ機能を利用して設定した組み込みデータベースは，定期的にデータベースの未使
用領域を確認する必要があります。未使用領域が少ない場合は，空きページおよび空きセグメントを解放し
たり，不要な実行履歴を削除したりします。詳細については，「2.5 HCSC 簡易セットアップ機能でセッ
トアップした組み込みデータベースの運用」を参照してください。

(4)

障害対策
HCSC 簡易セットアップ機能を利用して，HCSC サーバのセットアップやアンセットアップ，HCSC コン
ポーネントの配備や削除，およびリクエストを送信し続けると，組み込みデータベース内で未使用のセグメ
ントが不足するおそれがあります。
未使用のセグメントが不足した場合，次の対策を実施してください。
方法 1：組み込みデータベース内の空きセグメントを解放する
1. 組み込みデータベース内の表を SQL Executer で検索します。
表の検索方法については，マニュアル「HiRDB SQL Executer オンラインヘルプ」の pdsql コマン
ドを参照してください。
2. 手順 1.で検索した結果から，
「CSC」および「RM」で始まるすべての表に対して，pdreclaim コマ
ンドを発行し，空きページを解放して再利用します。
pdreclaim コマンドの詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してく
ださい。
方法 2：組み込みデータベース内の表を再編成する
1. 組み込みデータベース内の表を SQL Executer で検索します。
表の検索方法については，マニュアル「HiRDB SQL Executer オンラインヘルプ」の pdsql コマン
ドを参照してください。
2. 手順 1.で検索した結果から，「CSC」および「RM」で始まるすべての表に対して pdrorg コマンド
を発行し，表を再編成します。
表を再編成する方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド」の表の再編成に関する
内容を参照してください。
pdrorg コマンドの詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してくだ
さい。
方法 3：HCSC 簡易セットアップ機能で構築したテスト環境を再セットアップする
HCSC 簡易セットアップ機能で構築したテスト環境をいったんアンセットアップし，再度セットアップ
します。この作業を行うと，組み込みデータベースが再生成されます。
ただし，再セットアップすると，作成したサービスアダプタやビジネスプロセスなども削除されます。
そのため，あらかじめリポジトリをエクスポートしてから，再セットアップし，再セットアップ後にリ
ポジトリをインポートしてください。

(5)

テスト環境マシンの IP アドレスまたはホスト名を変更する場合の運用
HCSC 簡易セットアップ機能を利用してテスト環境をセットアップした場合，テスト環境マシンの IP アド
レスまたはホスト名の変更後にテスト環境を再度セットアップする必要はありません。
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ただし，テスト環境を起動している場合は再起動してください。

2.4.4

テスト環境のカスタマイズ

HCSC 簡易セットアップ機能を利用してセットアップしたテスト環境には，「2.4.3(2) テスト環境の運用
に必要な情報」に示す情報が設定されています。これらの情報は，テスト環境をセットアップしたあとにカ
スタマイズできます。
テスト環境をカスタマイズするには，HCSC 簡易セットアップ機能でのテスト環境のセットアップ時に定
義ファイルに設定された値を編集します。
編集できる定義ファイルを次の表に示します。各定義ファイルの詳細については，表の「参照先マニュア
ル」に示すマニュアルを参照してください。
表 2‒8

編集できる定義ファイル

ファイル名
adminagent.properties
（運用管理エージェントプ
ロパティファイル）
cdsetupconfig.bat
（組み込みデータベース設
定バッチファイル）
cmdconf.bat
（HCSC-Messaging コマ
ンド共通定義ファイル）

Cosminexus_Reliable_M
essaging.xml
（Connector 属性ファイ
ル）
csccmd.properties
（HCSC-Manager コマン
ド共通定義ファイル）

cscmng.properties
（HCSC-Manager 定義
ファイル）
cscsvconfig.properties
（HCSC サーバランタイム
定義ファイル）
cscsvsetup.properties
（HCSC サーバセットアッ
プ定義ファイル（DB あり/
RM なしモデル））※1
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説明

格納先

参照先マニュアル

参照個所

運用管理エージェントとの通信で使
用するポート番号が設定されている
プロパティファイルです。

A

アプリケーションサーバ
リファレンス 定義編
（サーバ定義）

10.2

組み込みデータベースの環境変数を
設定するバッチファイルです。

B

アプリケーションサーバ
アプリケーション開発ガ
イド

付録 B.3

Service Platform の csmXXX コマ
ンドで組み込みデータベースにアク
セスするために，HiRDB type4
JDBC Driver のクラスパスを設定す
るバッチファイルです。

C

サービスプラットフォー
ム リファレンス

HCSCMessaging
コマンド共
通定義ファ
イル

リソースアダプタの属性（コンフィ
グレーションプロパティの値やプロ
パティ値）が設定されている XML
ファイルです。

D

アプリケーションサーバ
リファレンス 定義編（ア
プリケーション／リソー
ス定義）

4.1

運用環境で使用するコマンドの省略
値（ログインユーザ ID やログインパ
スワード）が設定されているプロパ
ティファイルです。

E

サービスプラットフォー
ム リファレンス

HCSCManager コ
マンド共通
定義ファイ
ル

HCSC-Manager の動作に必要な情
報が設定されているプロパティファ
イルです。

E

サービスプラットフォー
ム リファレンス

HCSCManager 定
義ファイル

HCSC サーバの起動時に必要なラン
タイム情報（実行履歴管理情報，デー
タベース情報）が設定されているプ
ロパティファイルです。

D

サービスプラットフォー
ム リファレンス

HCSC サー
バランタイ
ム定義ファ
イル

DB あり/RM なしモデルで使用す
る，HCSC サーバのセットアップに
必要な情報（J2EE サーバ，Reliable
Messaging，データベースに関連す

D

サービスプラットフォー
ム リファレンス

HCSC サー
バセット
アップ定義
ファイル

2

ファイル名

格納先

参照先マニュアル

参照個所

る情報）が設定されているプロパ
ティファイルです。

D

サービスプラットフォー
ム リファレンス

HCSC サー
バセット
アップ定義
ファイル

DB/RM なしモデルで使用する，
HCSC サーバのセットアップに必要
な情報（J2EE サーバ，Reliable
Messaging，データベースに関連す
る情報）が設定されているプロパ
ティファイルです。

D

サービスプラットフォー
ム リファレンス

HCSC サー
バセット
アップ定義
ファイル

DB/RM ありモデルで使用する，
HCSC サーバのセットアップに必要
な情報（J2EE サーバ，Reliable
Messaging，データベースに関連す
る情報）が設定されているプロパ
ティファイルです。

D

サービスプラットフォー
ム リファレンス

HCSC サー
バセット
アップ定義
ファイル

DB あり/RM なしモデルで使用す
る，HCSC サーバの構成情報
（HCSC サーバ構成定義
（cosminexus-manager，jmsファイル（DB あり/RM な
physical-reception，ejb-reception
しモデル））
の定義）が設定されている XML ファ
イルです。

D

サービスプラットフォー
ム リファレンス

HCSC サー
バ構成定義
ファイル

DB/RM なしモデルで使用する，
HCSC サーバの構成情報
（cosminexus-manager，jmsphysical-reception，ejb-reception
の定義）が設定されている XML ファ
イルです。

D

サービスプラットフォー
ム リファレンス

HCSC サー
バ構成定義
ファイル

DB/RM ありモデルで使用する，
HCSC サーバの構成情報
（cosminexus-manager，jmsphysical-reception，ejb-reception
の定義）が設定されている XML ファ
イルです。

D

サービスプラットフォー
ム リファレンス

HCSC サー
バ構成定義
ファイル

リソースアダプタの属性（コンフィ
グレーションプロパティの値，プロ
パティ値）が設定されている XML
ファイルです。

D

アプリケーションサーバ
リファレンス 定義編（ア
プリケーション／リソー
ス定義）

4.1

リソースアダプタの属性（コンフィ
グレーションプロパティの値，プロ
パティ値）が設定されている XML
ファイルです。

D

アプリケーションサーバ
リファレンス 定義編（ア
プリケーション／リソー
ス定義）

4.1

D

アプリケーションサーバ
リファレンス 定義編（ア

4.1

cscsvsetup.properties
（HCSC サーバセットアッ
プ定義ファイル（DB あり/

説明

システムを開発する前に

RM なしモデル））※1
cscsvsetup.properties.es
b
（HCSC サーバセットアッ
プ定義ファイル（DB/RM
なしモデル））※1
cscsvsetup.properties.rm
（HCSC サーバセットアッ
プ定義ファイル（DB/RM
ありモデル））※1

cscsvsetup.xml

cscsvsetup.xml.esb
（HCSC サーバ構成定義
ファイル（DB/RM なしモ
デル））

cscsvsetup.xml.rm
（HCSC サーバ構成定義
ファイル（DB/RM ありモ
デル））

DB_Connector_for_HiR
DB_Type4.xml
（Connector 属性ファイ
ル）
DB_Connector_for_HiR
DB_Type4_LT.xml
（Connector 属性ファイ
ル）

DB_Connector_for_HiR
DB_Type4_Cosminexus_
RM.xml

RM なし環境で使用するローカルト
ランザクション用の定義です。
リソースアダプタの属性（コンフィ
グレーションプロパティの値，プロ

41

2

システムを開発する前に

ファイル名
（Connector 属性ファイ
ル）
grantuser
（ユーザ定義ファイル）
hrmqueue-transmit.xml
（アプリケーション属性
ファイル）
input.properties
（システム共通情報記載プ
ロパティファイル）
inserttableshirdb.sql
（テーブルインサート SQL
ファイル）
mserver.cfg
（Management Server 用
オプション定義ファイル）
mserver.properties
（Management Server 環
境設定ファイル）
qconf.txt
（キュー定義ファイル）
setupscript
（セットアップスクリプト
ファイル（DB あり/RM な
しモデル・SOAP1.1 モー
ド用））
setupscript.cjw
（セットアップスクリプト
ファイル（DB あり/RM な
しモデル・SOAP1.1/1.2
併用モード用））
setupscript.esb
（セットアップスクリプト
ファイル（DB/RM なしモ
デル・SOAP1.1 モード
用））
setupscript.esb.cjw
（セットアップスクリプト
ファイル（DB/RM なしモ
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格納先

参照先マニュアル

参照個所

パティ値）が設定されている XML
ファイルです。

D

プリケーション／リソー
ス定義）

4.1

HiRDB のユーザの作成，およびス
キーマの作成を行うファイルです。

B

アプリケーションサーバ
アプリケーション開発ガ
イド

付録 B.3

アプリケーションの属性が設定され
ている XML ファイルです。

D

アプリケーションサーバ
リファレンス 定義編（ア
プリケーション／リソー
ス定義）

3.2

HCSC 簡易セットアップ画面で入力
した情報，およびシステム共通の情
報が設定されているプロパティファ
イルです。

D

−

−

システム管理情報テーブルにレコー
ドをインサートする SQL ファイル
です。

D

−

−

Management Server を実行する
JavaVM の起動オプションが設定さ
れているファイルです。

A

アプリケーションサーバ
リファレンス 定義編
（サーバ定義）

10.8

Management Server が使用する
ポート番号や，障害検知時コマンド
の動作が設定されているプロパティ
ファイルです。

A

アプリケーションサーバ
リファレンス 定義編
（サーバ定義）

10.7

キュー情報（DisplayName，
QueueName）が設定されているテ
キストファイルです。

E

DB あり/RM なしモデルで使用す
る，セットアップ処理のタスクの実
行順が設定されているスクリプト
ファイルです。SOAP1.1 モードの
環境をセットアップします。

D

−

−

DB あり/RM なしモデルで使用す
る，セットアップ処理のタスクが実
行順に記述されたスクリプトファイ
ルです。SOAP1.1/1.2 併用モード
の環境をセットアップします。

D

−

−

DB/RM なしモデルで使用する，
セットアップ処理のタスクの実行順
が設定されているスクリプトファイ
ルです。SOAP1.1 モードの環境を
セットアップします。

D

−

−

DB/RM なしモデルで使用する，
セットアップ処理のタスクが実行順
に記述されたスクリプトファイルで

D

−

−

Reliable Messaging

3.4.4

2

ファイル名

説明
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格納先

参照先マニュアル

参照個所

デル・SOAP1.1/1.2 併用
モード用））

す。SOAP1.1/1.2 併用モードの環
境をセットアップします。

D

−

−

setupscript.rm

DB/RM ありモデルで使用する，
セットアップ処理のタスクが実行順
に記述されたスクリプトファイルで
す。

D

−

−

D

−

−

（セットアップスクリプト
ファイル（DB/RM ありモ
デル・SOAP1.1 モード
用））

setupscript.rm.cjw
（セットアップスクリプト

SOAP1.1 モードの環境をセット
アップします。
DB/RM ありモデルで使用する，
セットアップ処理のタスクが実行順

ファイル（DB/RM ありモ
デル・SOAP1.1/1.2 併用
モード用））

に記述されたスクリプトファイルで
す。

simple_model.xml

Smart Composer 機能のコマンドで
構築する Web システムが定義され
ている XML ファイルです。
SOAP1.1 モードの環境をセット
アップするときに使用します。

D

−

−

Smart Composer 機能のコマンドで
構築する Web システムが定義され
ている XML ファイルです。
SOAP1.1/1.2 併用モードの環境を
セットアップするときに使用しま
す。

D

−

−

HiRDB のスキーマ，およびテーブル
の作成を行うファイルです。

B

アプリケーションサーバ
アプリケーション開発ガ
イド

付録 B.3

DB あり/RM なしモデルで使用す
る，アンセットアップ処理のタスク
の実行順が設定されているスクリプ
トファイルです。

D

−

−

DB/RM なしモデルで使用する，ア
ンセットアップ処理のタスクの実行
順が設定されているスクリプトファ
イルです。

D

−

−

DB/RM ありモデルで使用する，ア
ンセットアップ処理のタスクの実行
順が設定されているスクリプトファ
イルです。

D

−

−

（HCSC 簡易セットアップ
定義ファイル・SOAP1.1
モード用）※2
simple_model_cjl.xml
（HCSC 簡易セットアップ
定義ファイル・
SOAP1.1/1.2 併用モード
用）※2
tablecreate
（テーブル定義ファイル）
unsetupscript
（アンセットアップスクリ
プトファイル（DB あ
り/RM なしモデル））
unsetupscript.esb
（アンセットアップスクリ
プトファイル（DB/RM な
しモデル））
unsetupscript.rm
（アンセットアップスクリ
プトファイル（DB/RM あ
りモデル））

SOAP1.1/1.2 併用モードの環境を
セットアップします。

（凡例）
A：<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\manager\config
B：<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSC\DB\bats
C：<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSC\config\msg
D：<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSC\system\manager\setup

43

2 システムを開発する前に

E：<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSC\config\manager
−：参照するマニュアルはありません。
注※1
セットアップ構成関連のプロパティ（db-use プロパティ，rm-use プロパティ，および hcscserver-data-filepath プ
ロパティ）は変更できません。
注※2
HCSC 簡易セットアップ機能で構築する環境の Web コンテナ単位の同時実行数を変更する場合は，
webserver.connector.inprocess_http.max_execute_threads プロパティを変更してください。
webserver.connector.inprocess_http.max_execute_threads プロパティの詳細は，マニュアル「アプリケーショ
ンサーバ 機能解説 基本・開発編(Web コンテナ)」の「2.16.2 実行環境での設定（J2EE サーバの設定）」を参照し
てください。

参考
テスト環境をカスタマイズする場合，次のディレクトリ内のファイルをカスタマイズの参考として利用できま
す。
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSC\log\manager\setup
1 台のマシンに複数のテスト環境を構築（環境変数 CSCMNG_HOME を設定）している場合は，次のディレク
トリ内のファイルをカスタマイズの参考として利用できます。
%CSCMNG_HOME%\log\manager\setup
これらのディレクトリに格納されているファイルを次に示します。
表 2-8 に示す定義ファイルと同じ名称のファイル
HCSC 簡易セットアップ機能を実行したときに設定された定義ファイルと同じ内容のファイル（HCSC 簡易
セットアップ機能のログファイル）です。
adminagent.properties.bak（adminagent.properties のバックアップファイル）
現在の adminagent.properties の 1 つ前の adminagent.properties の設定が保存されています。
cmdconf.bat.bak（cmdconf.bat のバックアップファイル）
現在の cmdconf.bat の 1 つ前の cmdconf.bat の設定が保存されています。
csccmd.properties.bak（csccmd.properties のバックアップファイル）
現在の csccmd.properties の 1 つ前の csccmd.properties の設定が保存されています。
cscmng.properties.bak（cscmng.properties のバックアップファイル）
現在の cscmng.properties の 1 つ前の cscmng.properties の設定が保存されています。
mserver.cfg.bak（mserver.cfg のバックアップファイル）
現在の mserver.cfg の 1 つ前の mserver.cfg の設定が保存されています。
mserver.properties.bak（mserver.properties のバックアップファイル）
現在の mserver.properties の 1 つ前の mserver.properties の設定が保存されています。

2.4.5

SOAP モードの確認

現在使用している SOAP モードの確認方法について説明します。

(1)

開発環境の SOAP モードを確認する場合
開発環境の SOAP モードは Eclipse 上で確認できます。
1. Eclipse のメニューから，［ウィンドウ］−［設定］を選択します。
［設定］ダイアログが表示されます。
2. ダイアログ左側のツリービューで［HCSC-Definer］を選択します。
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ダイアログ右側の［現在の SOAP モード］に使用している SOAP モードが表示されます。

(2)

実行環境の SOAP モードを確認する場合
実行環境で現在使用している SOAP モードを確認する場合，cscrepls コマンドを使用します。コマンドを
実行すると表示項目の SOAP-mode に次のどちらかが表示されます。
• 1.1：SOAP1.1 モードを示します。
• 1.1/1.2：SOAP1.1/1.2 併用モードを示します。
なお，cscrepls コマンドは，HCSC サーバのセットアップが完了している場合に実行できます。
cscrepls コマンドについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「cscrepls（リ
ポジトリ情報の表示）」を参照してください。
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2.5

HCSC 簡易セットアップ機能でセットアップした
組み込みデータベースの運用

HCSC 簡易セットアップ機能でセットアップした組み込みデータベースの運用について説明します。

2.5.1

RD エリアの未使用領域を確認する

RD エリアの未使用領域を確認し，データベースの使用状況を調査します。RD エリアの未使用領域の確認

は，定期的に実施する必要があります。RD エリアの未使用領域を確認する前提条件と確認方法について次
に説明します。

(1)

前提条件
RD エリアの未使用領域を確認するには，データベースが起動状態である必要があります。
OS のシステム環境変数（PDHOST，PDNAMEPORT，PDUSER）に，組み込みデータベースとは異な
る HiRDB サーバの接続情報を設定していない状態である必要があります。設定している場合，データベー
スコンソール起動後に set コマンドでシステム環境変数を削除してください。

(2)

確認方法
RD エリアの未使用領域を確認する方法を次に示します。
1. Windows の［スタート］メニューから，［Cosminexus］−［データベースコンソール］を選択しま
す。
組み込みデータベースを操作する環境変数が設定されます。
2. pddbls コマンドを実行し，RD エリアの状態を表示します。
pddbls コマンドの詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してくださ
い。
pddbls コマンドの実行形式を次に示します。

pddbls -r ALL -a

3. コマンドの実行結果から RD エリアの未使用領域を確認します。
実行結果の例を次に示します。
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4. RD エリアの未使用領域が少ない場合は，次の方法で未使用領域の不足を解消します。
• プロセスインスタンスの実行履歴を削除する
「2.5.2

プロセスインスタンスの実行履歴を削除する」を参照してください。

• 空きページおよび空きセグメントを解放する
「2.5.3

2.5.2

空きページおよび空きセグメントを解放する」を参照してください。

プロセスインスタンスの実行履歴を削除する

ビジネスプロセスのプロセスインスタンスの実行状況を履歴としてデータベースに記録している場合，実行
履歴は日々追加されていくため，データベースの容量が圧迫されます。そのため，定期的にプロセスインス
タンスの実行履歴を削除する必要があります。プロセスインスタンスの実行履歴を削除する前提条件と確
認方法について次に説明します。

(1)

前提条件
プロセスインスタンスの実行履歴を削除するには，データベースが起動状態である必要があります。

(2)

削除方法
1. アクセスする HCSC サーバを決定します。
HCSC 簡易セットアップ機能でセットアップした情報をカスタマイズしていない場合，HCSC サーバ名
には「HCSC」が設定されています。
2. テスト環境（運用環境）で cscpidelete コマンドを実行します。
プロセスインスタンスの実行履歴を削除する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム
システム構築・運用ガイド」の「6.1.4 プロセスインスタンスの実行履歴を削除する」を参照してくだ
さい。
3. 空きページおよび空きセグメントを解放します。
空きページおよび空きセグメントを解放する方法については，「2.5.3
トを解放する」を参照してください。

空きページおよび空きセグメン
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2.5.3

空きページおよび空きセグメントを解放する

データの削除によって生じた空きページおよび空きセグメントを解放して，未使用状態に戻します。空き
ページおよび空きセグメントを解放する前提条件と解放方法について次に説明します。
!

注意事項
空きページだけでなく空きセグメントも必ず解放してください。

(1)

前提条件
空きページおよび空きセグメントを解放するには，次の状態を満たす必要があります。
• HCSC サーバが停止状態であること。
• データベースが起動状態であること。
OS のシステム環境変数（PDHOST，PDNAMEPORT，PDUSER）に，組み込みデータベースとは異な
る HiRDB サーバの接続情報を設定していない状態である必要があります。設定している場合，データベー
スコンソール起動後に set コマンドでシステム環境変数を削除してください。

(2)

解放方法
空きページおよび空きセグメントを解放する方法を次に示します。なお，パスワードの入力を求められた場
合は，「admin」を入力してください。
1. Windows の［スタート］メニューから，［Cosminexus］−［データベースコンソール］を選択しま
す。
組み込みデータベースを操作する環境変数が設定されます。
2. pdreclaim コマンドを実行し，使用中空きページを解放します。
使用中空きページ（データの削除によってデータが格納されていないページ）を解放して，未使用ペー
ジにします。
pdreclaim コマンドの詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してくだ
さい。
pdreclaim コマンドの実行形式を次に示します。
表の使用中空きページを解放する場合

pdreclaim -u admin -k table -t all -o

インデクスの使用中空きページを解放する場合
pdreclaim -u admin -k index -t all

3. pdreclaim コマンドを実行し，使用中空きセグメントを解放します。
使用中空きセグメント（セグメント内の全ページが空きページになっているセグメント）を解放して，
未使用セグメントにします。
pdreclaim コマンドの詳細については，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス」を参照してくだ
さい。
pdreclaim コマンドの実行形式を次に示します。
表の使用中空きセグメントを解放する場合
pdreclaim
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インデクスの使用中空きセグメントを解放する場合
pdreclaim

-u admin -k table -t all -j

4. 未使用領域の不足が解消されたかを確認します。
確認方法については，「2.5.1

RD エリアの未使用領域を確認する」を参照してください。
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2.6

利用できるサービス部品の種類と適用範囲

サービスプラットフォームで提供する標準プロトコルで利用できるサービス部品の種類と適用範囲につい
て説明します。
標準プロトコルで利用できるサービス部品にはインターフェース情報が定義されている必要があります。
サービスプラットフォームで利用できる標準プロトコルのサービス部品の種類を次の表に示します。
表 2‒9

利用できるサービス部品の種類
サービス部品の種類

Web サービス

通信形態
同期

SessionBean
MDB

プロトコル
SOAP（HTTP）
RMI-IIOP

非同期

DB キュー

WS-R
JMS

注
表に示すサービス部品以外に，標準プロトコル以外のシステムと接続してサービス部品を利用することもできます。
標準プロトコル以外のシステムと接続した場合のサービス部品の呼び出しの概要については，マニュアル「サービス
プラットフォーム 解説」の「2. さまざまなシステムと接続するための機能」を参照してください。

以降の項では，標準プロトコルで利用できるサービス部品の種類ごとに適用範囲を説明します。

2.6.1

Web サービスを利用したサービス部品の適用範囲

Web サービスを利用したサービス部品の適用範囲を次に示します。
ポイント
このマニュアルで説明する WSDL および XML スキーマでは，特定のプリフィックスと名前空間 URI を対応づ
けて記述しています。プリフィックスと名前空間 URI の対応を次の表に示します。

表 2‒10

プリフィックスと名前空間 URI の対応

プリフィックス

名前空間 URI

wsdl

http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/

xsd

http://www.w3.org/2001/XMLSchema

soap

http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/

soap12

http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/

wsi

http://ws-i.org/profiles/basic/1.1/xsd

(1)

前提となる仕様
Web サービスを利用したサービス部品の前提仕様について，SOAP1.1 モードの場合および SOAP1.1/1.2
併用モードの場合に分けて説明します。
• SOAP1.1 モードの場合
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SOAP1.1 モードの場合，Web サービスを利用したサービス部品は，次のバージョンの仕様に従って作
成されている必要があります。
• SOAP1.1
• WSDL1.1
• SAAJ1.2
また，サービスプラットフォームでは，WS-I Basic Profile 1.0a に従ってサービス部品を作成するこ
とを推奨します。
• SOAP1.1/1.2 併用モードの場合
SOAP1.1/1.2 併用モードの場合，Web サービスを利用したサービス部品は，次のバージョンの仕様に
従って作成されている必要があります。
• SOAP1.1 または SOAP1.2
• WSDL1.1
• SAAJ1.3
また，サービスプラットフォームでは，WS-I Basic Profile 1.1 に従ってサービス部品を作成すること
を推奨します。

(2)

SOAP メッセージの形式
SOAP メッセージは，SOAP ヘッダと SOAP ボディで構成されます。SOAP ヘッダにはメッセージの付加
的な情報（識別情報など）が含まれ，SOAP ボディにはメッセージ本体が含まれています。
Web サービスを利用したサービス部品では，SOAP メッセージの形式として次の条件を満たしている必要
があります。
• 要求電文および応答電文が SOAP メッセージの本文に格納されていること。
なお，08-53 よりも前のバージョンのサービスプラットフォームでは，soap:header 要素を定義した
WSDL を基に SOAP アダプタを作成できますが，soap:header 要素は無視されます。

(3)

WSDL の定義時の注意（SOAP1.1 モード）
SOAP1.1 モードを使用する場合の WSDL の記述形式，および WSDL 定義時の注意事項について説明し
ます。WSDL1.1 仕様のサポート範囲については，「2.6.1(5) WSDL1.1 仕様のサポート範囲」を参照し
てください。

(a) wsdl:types 要素
wsdl:types 要素は，SOAP メッセージで使用する型に関する情報を定義する要素です。wsdl:types 要素
は，次に示す規則に従って記述してください。
• wsdl:definitions 要素の子要素として記述してください。
• 記述できる個数は 0 個または 1 個です。2 個以上は記述できません。
• wsdl:documentation 要素および wsdl:import 要素よりもあとに記述してください。
• wsdl:documentation 要素および wsdl:import 要素を除く，ほかのすべての要素よりも前に記述してく
ださい。
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(b) xsd:schema 要素
xsd:schema 要素は，XML スキーマを記述する要素です。xsd:schema 要素は，wsdl:types 要素の子要素
として記述してください。XML スキーマを記述するときの規則については，
「2.6.5 XML スキーマの適用
範囲」を参照してください。
(c)

wsdl:import 要素
wsdl:import 要素は，WSDL をインポートする場合に定義する要素です。wsdl:definitions 要素の子要素
として記述してください。wsdl:import 要素は，次に示す規則に従って記述してください。
• wsdl:documentation 要素よりもあとに記述してください。
• wsdl:documentation 要素を除く，ほかのすべての要素よりも前に記述してください。
• namespace 属性は必ず記述してください。
• 値にパーセントエンコーディングした値を設定する場合，16 進数値を大文字で設定してください。例
を次に示します。
正：location="%E3%81%82.wsdl"
誤：location="%e3%81%82.wsdl"
• wsdl:import 要素の location 属性を指定する場合の注意を次に示します。
• RFC2396 で規定される文字および xsd:anyURI を満たす文字を使用してください。ただし，
RFC2732（IPv6）は使用できません。
• wsdl:import 要素の location 属性を絶対 URI で指定する場合は，http，https，および file のプロ
トコルのどれかを使用してください。
location 属性の指定例を次に示します。
（例 1）ローカルにある WSDL を相対パスで指定
./example/sample.wsdl
（例 2）ローカルにある WSDL を URL 形式の絶対パスで指定
file:///C:/example/sample.wsdl
（例 3）リモートにある WSDL を URL で指定
http://example.com/sample.wsdl

(d)

soap:binding 要素
soap:binding 要素は，SOAP バインディングを定義する要素です。soap:binding 要素は，次に示す規則
に従って記述してください。
• wsdl:binding 要素の子要素として記述してください。
• 必ず 1 個記述してください。2 個以上は記述できません。
• transport 属性には HTTP バインディングを示す"http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"を指定し
てください。
• バインディング宣言は SOAP バインディングを宣言してください。SOAP バインディング以外は宣言
できません。

(e)

wsdl:operation 要素
wsdl:operation 要素は，次に示す規則に従って記述してください。
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• wsdl:portType 要素の子要素である wsdl:operation 要素と，wsdl:binding 要素の子要素である
wsdl:operation 要素は，1 対 1 になるように記述してください。
• name 属性は 255 バイト以下で記述してください。
(f)

soap:operation 要素
soap:operation 要素は，SOAP バインディングでのオペレーションの情報を定義する要素です。
soap:operation 要素は，次に示す規則に従って記述してください。
• wsdl:binding 要素の子要素である wsdl:operation 要素の子要素として記述してください。
• 必ず 1 個記述してください。2 個以上は記述できません。
• style 属性が「rpc」の場合，soap:body 要素の namespace 属性に記述された名前空間に「オペレー
ション名」，または「オペレーション名」＋「Response」を name 属性として持つ element 要素を指
定しないでください。

(g)

soap:body 要素
soap:body 要素は，SOAP メッセージの soap:body 要素以下のメッセージを定義する要素です。
soap:body 要素は，次に示す規則に従って記述してください。
• wsdl:binding 要素の孫要素である wsdl:input 要素または wsdl:output 要素の子要素として記述して
ください。
• 必ず 1 個記述してください。2 個以上は記述できません。
• 子要素は記述できません。
なお，style 属性が「document」の場合，parts 属性を記述することはできますが，無視されます。

(h)

wsdl:fault 要素
wsdl:fault 要素はフォルトを定義する要素です。wsdl:fault 要素は，次に示す規則に従って記述してくださ
い。
• wsdl:portType 要素および wsdl:binding 要素の子要素として記述してください。
• 同じ name 属性の値を持つ wsdl:fault 要素を複数記述しないでください。
• wsdl:portType 要素の子要素である wsdl:operation 要素で定義した wsdl:fault 要素と対応するよう，
wsdl:binding 要素の子要素である wsdl:operation 要素に wsdl:fault 要素を定義している必要があり
ます。

(i)

soap:fault 要素
soap:fault 要素は，SOAP メッセージの soap:fault 要素に含まれる detail 子要素以下のメッセージを定義
する要素です。soap:fault 要素は，次に示す規則に従って記述してください。
• wsdl:binding 要素の子要素である wsdl:fault 要素の子要素として記述してください。
• 必ず 1 個記述してください。2 個以上は記述できません。
フォルトを使用する場合の条件
サービス部品から返された SOAP Fault では，次の条件をすべて満たす場合にフォルト名が faultCode
に設定され，フォルトとして扱われます。
• サービス部品側に SOAP 通信基盤（Web Services）を使用していること。
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• WSDL フォルト名（wsdl:fault 要素の name 属性値）と，schema（wsdl:types 内）に定義された
例外型 complexType を指す element 名※が，名前空間を含めて一致していること。
これらの条件を満たしていない WSDL を利用する場合で，サービス部品から返された SOAP Fault を
フォルトとして扱いたいときは，SOAP Fault 動作定義ファイルを定義してユーザ定義例外となるよう
に設定します。
注※
element 名とは，「wsdl:fault が参照する wsdl:part 要素が，element 属性を用いて指定する要素」
のことです。WSDL を次の順にたどって特定できる要素を指します。
1.wsdl:fault
2.wsdl:message（この要素をたどらない場合もあります）
3.wsdl:part
4.xsd:element
なお，サービスプラットフォームの開発支援コマンドである Java2WSDL コマンドを使用して，オペ
レーションの style 属性が「rpc」の WSDL ファイルを生成した場合，element 属性ではなく，type
属性で参照する WSDL ファイルが生成されます。
そのため，生成された WSDL ファイルをそのまま使用しないで，修正および再生成してから使用しま
す。WSDL ファイルの修正および再生成の方法については，「4.3.2 サービス部品電文を作成する
（Web サービスの場合）」の注意事項を参照してください。
サービスプラットフォームでフォルトを使用する場合，document スタイルの WSDL を使用すること
を推奨します。
(j)

soap:header 要素
soap:header 要素は，SOAP メッセージの soap:header 要素以下のメッセージを定義する要素です。
soap:header 要素は，次に示す規則に従って記述してください。
• wsdl:binding 要素の孫要素となる wsdl:input 要素および wsdl:output 要素の子要素として記述して
ください。
• 子要素は記述できません。
• message 属性には，wsdl:input 要素または wsdl:output 要素から参照される wsdl:message 要素とは
異なる wsdl:message 要素を指定してください。
• part 属性には，message 属性に指定した wsdl:message 要素の子要素である wsdl:part 要素を指定し
てください。

(k)

wsdl:service 要素
wsdl:service 要素は，SOAP サービスを定義する要素です。1 個の wsdl:service 要素に wsdl:port 要素は
必ず 1 個記述してください。2 個以上は記述できません。

(l)

添付ファイルを使用するための WSDL 定義
添付ファイルを使用するための WSDL の定義は記述できません。

(4)

WSDL の定義時と使用時の注意（SOAP1.1/1.2 併用モード）
SOAP1.1/1.2 併用モードを使用する場合，マニュアル「アプリケーションサーバ Web サービス開発ガイ
ド」の「4.3.1 WSDL ファイルを作成する」を参考にして WSDL を記述してください。
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ただし，マニュアル「アプリケーションサーバ Web サービス開発ガイド」の「4.3.1 WSDL ファイルを
作成する」に記載されている内容と，サービスプラットフォームの動作が異なる点があります。
SOAP1.1/1.2 併用モードを使用する場合の WSDL 定義時の注意事項を示します。
(a)

使用できる WSDL 定義のスタイル
WSDL 定義のスタイルは，document/literal で定義してください。

(b)

wsdl:port 要素
wsdl:port 要素の name 属性が重複している場合エラーが発生します。すべての WSDL で name 属性を
一意にしてください。

(c)

wsdl:types 要素
wsdl:types 要素の子要素としてスキーマを定義する場合，コメントの記述は xsd:annotation を利用して
記述してください。
また，サービスアダプタで WSDL から作成される電文フォーマットの名前空間宣言に，JAXB の名前空間
「http://java.sun.com/xml/ns/jaxb」が付加されます。

(d)

wsdl:operation 要素
wsdl:operation 要素の name 属性は 255 バイト以下で記述してください。

(e)

サービス部品側に SOAP 通信基盤を使用している場合の定義
サービス部品側に SOAP 通信基盤を利用している場合は，wsdl:fault 要素の name 属性と wsdl:part 要素
の参照する xsd:element 要素の name 属性と一致させてください。

(f)

添付ファイルを使用するための WSDL 定義
WS-I Attachments Profile - Version 1.0 で規定された wsi:swaRef 形式で記述できます。マニュアル
「アプリケーションサーバ Web サービス開発ガイド」の「28.3.1 添付ファイル使用時の WSDL の記述
（wsi:swaRef 形式）」に記載されている内容に従ってください。ただし，xsd:import 要素の
schemaLocation 属性にファイルを指定する場合，「http://ws-i.org/profiles/basic/1.1/swaref.xsd」で
公開されているスキーマファイルと同じ内容のファイルを指定してください。

(g)

WSDL の検証
• Basic Profile に基づいた検証によって発生するエラーは，サービスプラットフォームでは警告になりま
す。Basic Profile に基づいた検証によって発生する警告メッセージ ID と，対応するエラー ID および
発生条件を次の表に示します。
表 2‒11

項
番

Basic Profile に基づいた検証によって発生する警告（エラー）

警告メッセージ ID

対応するエラー ID

発生条件

1

KDJW51209-W

KDJW51208-E

soap:body 要素に namespace 属性を記述したときに発生し
ます。

2

KDJW51211-W

KDJW51210-E

soap:fault 要素に namespace 属性を記述したときに発生し
ます。

3

KDJW51213-W

KDJW51212-E

拡張要素に wsdl:required 属性を記述したときに発生します。

• 次の条件に基づく検証は，サービスプラットフォームで実行されません。
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• WSDL に定義する要素の個数に関する検証
• Java の予約語を記述している場合の検証

(5)

WSDL1.1 仕様のサポート範囲
SOAP1.1 モードを使用する場合の WSDL1.1 仕様のサポート範囲を次の表に示します。
SOAP1.1/1.2 併用モードを使用する場合の WSDL1.1 仕様のサポート範囲については，マニュアル「アプ
リケーションサーバ Web サービス開発ガイド」の「20.1 WSDL 1.1 仕様のサポート範囲」を参照して
ください。
表 2‒12

WSDL1.1 仕様のサポート範囲
分類

サポート

備考

大分類

小分類

サービス定義：
WSDL ドキュメ
ント構造

Document Naming
and Linking

○

名前空間のスコープについて規定しています。

Authoring Style（部
品の import 要素によ
る取り込み）

○

ほかのファイルの import 要素による取り込みについて規定し
ています。

Language
Extensibility and
Binding

×

wsdl:required 属性のデプロイについて規定しています。

Documentation

○

要素内のコメントについて規定しています。

サービス定義：wsdl:types

○

扱うデータ型について規定しています。

サービス定義：wsdl:message

○

メッセージの論理定義を規定しています。

サービス定義：
ポートタイプ

One-way
Operation

×

メッセージの一方向操作について規定しています。

Request-response
Operation

○

メッセージの要求/応答操作について規定しています。

Solicit-response
Operation

×

メッセージの送信要求/応答操作について規定しています。

Notification
Operation

×

メッセージの通知操作について規定しています。

Names of Elements
within an
Operation

○

input および output 要素の name 属性を示します。オーバー
ロードはできません。WSDL 内では名称を一意にする必要が
あります。

Parameter Order
within an
Operation

○

操作内のパラメタの順序について規定しています。
parameterOrder 属性によって，パラメタのリストを指定でき
ます。

サービス定義：wsdl:binding

○

メッセージ形式とプロトコルの詳細の定義を規定しています。

サービス定義：wsdl:port

○

サービスの物理的定義について規定しています。

サービス定義：wsdl:service

○

サービスの位置について規定しています。1 つの WSDL に複
数の SOAP サービスを対応させることはできません。
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SOAP バイン
ディング

MIME バイン
ディング

サポート
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備考

soap:binding

○

SOAP 形式のバインディングを規定しています。

soap:operation

○

SOAP メッセージ内の SOAP オペレーションへの情報につい
て規定しています。

soap:body

○

SOAP メッセージ内の SOAP ボディのメッセージ部分の表示
方法について規定しています。parts 属性を記述できますが，無
視されます。

soap:fault

○

SOAP メッセージ内の SOAP フォルトの内容について規定し
ています。

soap:header

○

soap:headerfault

×

SOAP メッセージ内の SOAP ヘッダ要素内の内容について規
定しています。

soap:address

○

port 要素のアドレスについて規定しています。

mime:content

×

MIME タイプを規定しています。

mime:multipartRela
ted

×

MIME パートの任意のセットを集約しています。

mime:part

×

個々の MIME パートを規定しています。

mime:mimeXml

×

特定のスキーマを持っている XML ペイロードを規定していま
す。SOAP には準拠していません。

（凡例）
○：サポートしています。
×：サポートしていません。

(6)

ライフサイクル
サービスプラットフォームの実行環境とサービス部品の間では，セッションを維持するように設定
（DeployScope に「Session」，「Application」を設定）しても，ステートフルな呼び出しはできません。
サービスアダプタでは，常に「Request」での呼び出しです。

2.6.2

SessionBean を利用したサービス部品の適用範囲

SessionBean を利用したサービス部品の適用範囲を次に示します。

(1)

前提となる仕様
SessionBean を利用したサービス部品は，EJB 2.0 の仕様に従って作成されている必要があります。

(2)

利用できるサービス部品の配備先
SessionBean を利用したサービス部品として利用できるのは，サービスプラットフォーム上に配備されて
いるサービス部品です。

(3)

SessionBean の作成条件
SessionBean を利用したサービス部品は，次の条件に従って作成されている必要があります。
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引数・戻り値に指定できるクラス
SessionBean を利用したサービス部品の引数・戻り値に指定するクラスは，次の条件を満たしている必
要があります。
• ユーザ定義クラスが基本型クラスで構成されていること。
• 引数・戻り値に指定されるユーザ定義型のクラスが，private なフィールドとそのフィールドに外部
からアクセスするための public なアクセスメソッド（setXX，getXX）を持っていること
（JavaBeans 形式）。
• 公開するメソッドの引数・戻り値に interface のユーザ定義型を指定していないこと。
• 公開するメソッドの引数・戻り値に abstract クラスのユーザ定義型クラスを指定していないこと。
• 公開するメソッドの引数・戻り値に java.lang.Object 以外のクラスを継承するユーザ定義型クラス
を指定していないこと。
• 公開するメソッドの引数・戻り値に，異なるパッケージのユーザ定義型クラスを指定していないこ
と。
• 次の表に示す Java データ型のうち，利用できる Java データ型だけを利用していること。
表 2‒13

Java データ型の利用可否
メソッドの引数・戻り値としての利用の可否

直接使用する場合

配列として使用す
る場合

ユーザ定義データ
型クラスのメンバ
変数として使用す
る場合

boolean

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.BooleanHolder

○

×

×

byte

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.ByteHolder

○

×

×

byte[]

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.ByteArrayHolder

○

×

×

double

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.DoubleHolder

○

×

×

float

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.FloatHolder

○

×

×

int

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.IntHolder

○

×

×

long

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.LongHolder

○

×

×

short

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.ShortHolder

○

×

×

java.lang.Byte

○

○

○

Java でのデータ型
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メソッドの引数・戻り値としての利用の可否

直接使用する場合

配列として使用す
る場合

ユーザ定義データ
型クラスのメンバ
変数として使用す
る場合

javax.xml.rpc.holders.ByteWrapperHolder

○

×

×

java.lang.Byte[]

○

○

○

java.lang.Double

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.DoubleWrapperHolder

○

×

×

java.lang.Float

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.FloatWrapperHolder

○

×

×

java.lang.Integer

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.IntegerWrapperHolder

○

×

×

java.lang.Long

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.LongWrapperHolder

○

×

×

java.lang.Object

×

×

×

javax.xml.rpc.holders.ObjectHolder

×

×

×

java.lang.Object[]

×

×

×

java.lang.Short

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.ShortWrapperHolder

○

×

×

java.lang.String

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.StringHolder

○

×

×

java.math.BigDecimal

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.BigDecimalHolder

○

×

×

java.math.BigInteger

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.BigIntegerHolder

○

×

×

java.util.Date

○

○

○

javax.xml.namespace.QName

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.QNameHolder

○

×

×

java.lang.Boolean

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.BooleanWrapperHolder

○

×

×

java.util.Calendar

○

○

○

javax.xml.rpc.holders.CalendarHolder

○

×

×

Java でのデータ型
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（凡例）
○：利用できます。
×：利用できません。

メソッドのオーバーロード
SessionBean を利用したサービス部品では，同じ名称のメソッドは指定できません。
トランザクション
SessionBean のトランザクション管理種別（transaction-type）やメソッドに割り当てるトランザク
ション属性（trans-attribute）は，HCSC サーバからのトランザクションを引き継がないよう設定しま
す。SessionBean を利用したサービス部品には，トランザクションを引き継げません。
サービス部品でのトランザクション属性の指定の可否を次の表に示します。
表 2‒14

サービス部品でのトランザクション属性の指定可否

サービス部品のトランザクションモー
ド

トランザクション属性

指定の可否

−

○

BMT
CMT

Required

×

RequiresNew

○

Supports

×

NotSupported

○

Mandatory

×

Never

×

（凡例）
○：利用できます（EJB の仕様どおりに動作します）。
×：利用できません。
−：該当しません。

メソッドの例外
メソッドの throws 節に記載できる例外は，java.rmi.RemoteException，および
java.lang.RuntimeException の継承クラスだけです。
SessionBean の種別
SessionBean のサービス部品は，Stateless Session Bean として作成されている必要があります。
サービスプラットフォームの実行環境では，EJB サービスに対する実行要求ごとに接続(create)と切断
(remove)を発行します。そのため，Stateful Session Bean を使用して内部的な状態を保持するような
サービス部品は利用できません。

(4)

スキーマの形式
SessionBean を利用したサービス部品で利用するスキーマは，一定の条件を満たしている必要があります。
スキーマの条件の詳細については，「2.6.5 XML スキーマの適用範囲」を参照してください。

2.6.3

Reliable Messaging のローカルキューを利用したサービス部品
の適用範囲

Reliable Messaging のローカルキューを利用したサービス部品の適用範囲を次に示します。
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前提となる仕様
Reliable Messaging のローカルキューを利用したサービス部品は，EJB 2.0 の仕様に従って作成されてい
る必要があります。

(2)

メッセージの種別
サービス部品が Reliable Messaging のローカルキューを利用している場合，サービスリクエスタから送信
される電文をサービス部品に送信するためのメッセージ種別として，次のメッセージ種別を利用できます。
• BytesMessage
• ObjectMessage
• TextMessage
上記以外のメッセージ種別は利用できません。

(3)

スキーマの形式
Reliable Messaging のローカルキューを利用したサービス部品で利用するスキーマは，一定の条件を満た
している必要があります。スキーマの条件の詳細については，「2.6.5 XML スキーマの適用範囲」を参照
してください。

2.6.4

DB キューを利用したサービス部品の適用範囲

DB キューを利用したサービス部品の適用範囲を次に示します。

(1)

前提となる仕様
DB キューを利用したサービス部品は，次のバージョンの仕様に従って作成されている必要があります。
• TP1/Server Base Enterprise Option 02-00 以降
• EJB 2.0（サービス部品を MDB で実装した場合）

(2) メッセージの種別
サービス部品が DB キューの場合，サービスリクエスタから送信される電文をサービス部品に送信するため
のメッセージ種別として，BytesMessage を利用できます。
BytesMessage 以外のメッセージ種別は利用できません。

(3)

利用できるデータベース
DB キューを作成できるデータベースは HiRDB だけです。

(4)

スキーマの形式
DB キューを利用したサービス部品で利用するスキーマは，一定の条件を満たしている必要があります。ス
キーマの条件の詳細については，「2.6.5 XML スキーマの適用範囲」を参照してください。

2.6.5

XML スキーマの適用範囲

各サービス部品で利用する XML スキーマの適用範囲について説明します。
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(1)

利用する XML スキーマの形式
• XML スキーマは次の条件を満たしている必要があります。
• スキーマの XSD 名前空間が「http://www.w3.org/2001/XMLSchema」であること。
• 選択した XML スキーマに，必ずルート要素が記述されていること。
• XML スキーマをファイル指定する場合，ファイル名の長さが 128 バイト以下であること。
• XML スキーマの属性（attribute）の先頭と末尾に White space 文字（半角スペース（#x20），タ
ブ（#x9），および改行文字（#xA または#xD））を使用していないこと。
• maxOccurs 属性に大きな値を指定するとメモリを大量に消費します。maxOccurs 属性には，できる
限り unbounded を指定することをお勧めします。

• xsd:element 要素の型の定義には，type 属性，ref 属性または内部定義（complexType または
simpleType）が使用できます。
• ビジネスプロセスの受付として標準受付を使用する場合，xsd:schema 要素の elementFormDefault 属
性には，qualified を指定することをお勧めします。
!

注意事項
• SOAP ヘッダや SOAP ボディの子要素に SOAP 固有の属性（mustUnderstand 属性，role 属性，
encodingStyle 属性，actor 属性，および relay 属性）が出現した場合，XML スキーマにこの属性を定義し
ないでデータ変換アクティビティで変換すると，変換後の変数に SOAP 固有の属性が反映されません。ま
た，検証処理実行時に検証エラーが発生します。このため，SOAP 固有の属性が出現する場合は，XML ス
キーマに xsd:anyAttribute を記述してください。
• XML スキーマファイル中の値にパーセントエンコーディングした値を設定する場合，16 進数値を大文字で
設定してください。例を次に示します。
正：schemaLocation="%E3%81%82.xsd"
誤：schemaLocation="%e3%81%82.xsd"

(2)

外部の XML スキーマを参照する場合の注意事項
XML スキーマから外部の XML スキーマを参照して利用する場合の注意事項を，次に示します。
• WSDL の wsdl:types 要素以下に定義した XML スキーマの xsd:import 要素の schemaLocation 属
性が指定されていない場合，wsdl:types 要素以下の XML スキーマを使用して名前空間を解決している
必要があります。
• XML スキーマの xsd:import 要素の schemaLocation 属性は必ず指定してください。
• xsd:import 要素には，必ず namespace 属性を指定してください。
• xsd:import 要素および xsd:include 要素では，参照の呼び出し階層を 20 階層以内にしてください。
• schemaLocation 属性に redefine 要素があるスキーマ（2 段階以上の redefine）は指定しないでくだ
さい。
• xsd:schema 要素の targetNamespace 属性指定されているスキーマからは，targetNamespace 属性
が指定されていないスキーマを include しないでください。
• SOAP1.1 モードを使用する場合，xsd:import 要素の schemaLocation 属性，および xsd:include 要
素の schemaLocation 属性には，UTF-8 でパーセントエンコーディングした値でも，パーセントエン
コーディングしていない値でも設定できます。ただし，パーセントエンコーディングし，かつファイル
パスにディレクトリを含む場合，ディレクトリデリミタ（/）をエンコードしないでください。
• SOAP1.1/1.2 併用モードを使用する場合，xsd:import 要素の schemaLocation 属性，および
xsd:include 要素の schemaLocation 属性には，UTF-8 でパーセントエンコーディングした値を指定
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してください。ただし，パーセントエンコーディングし，かつファイルパスにディレクトリを含む場
合，ディレクトリデリミタ（/）をエンコードしないでください。
• schemaLocation 属性のディレクトリデリミタには「/」を使用してください（「\」は使用できません）。
• XML スキーマのファイルパスには，次の文字を使用しないでください。
「;」，
「?」，
「:」，
「@」，
「&」，
「=」，
「+」，
「$」，
「,」，
「<」，
「>」，
「#」，
「%」，
「"」，
「{」，
「}」，
「|」，
「^」，
「[」，「]」，「`」

• schemaLocation 属性を指定する場合の注意を次に示します。
• RFC2396 で規定されている文字および xsd:anyURI を満たす文字を使用してください。ただし，
RFC2732（IPv6）は使用できません。
• schemaLocation 属性を絶対 URI で指定する場合は，http，https，および file のプロトコルのど
れかを使用してください。
schemaLocation 属性の指定例を次に示します。
（例 1）ローカルにある XML スキーマを相対パスで指定
./example/sample.xsd
（例 2）ローカルにある XML スキーマを URL 形式の絶対パスで指定
file:///C:/example/sample.xsd
（例 3）リモートにある XML スキーマを URL で指定
http://example.com/sample.xsd
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2.7

コード変換の拡張

サービスプラットフォームが提供するコード変換機能を拡張できます。拡張する場合，次の製品を別途購入
する必要があります。
• コード変換 - Development Kit
• コード変換 - Server Runtime（Windows の場合）
• コード変換 - Runtime（UNIX の場合）
以降で，コード変換の拡張に必要な作業について説明します。

2.7.1

文字コード変換 UOC の作成

文字コード変換 UOC の作成によって，データ変換を実行したときに，サービスプラットフォームが標準で
対応していない文字コードを扱うことができます。文字コード変換 UOC で，コード変換の API を使用す
る場合には，Service Platform がインストールされた実行環境に，次の製品をインストールする必要があ
ります。
• コード変換 - Server Runtime（Windows の場合）
• コード変換 - Runtime（UNIX の場合）
以降で，実行環境に必要な製品をインストールしたあとの設定について説明します。

(1)

JAR の組み込み
JAR の組み込み手順を，次に示します。
1. ＜サービスプラットフォームのインストールディレクトリ＞\CSC\lib\external\codeconv.jar を
バックアップします。

2. インストールした単体版コード変換の codeconv.jar をコピーします。
コピー先を次に示します。
＜サービスプラットフォームのインストールディレクトリ＞\CSC\lib\external\codeconv.jar

(2)

コード変換テーブルのパスの設定
コード変換テーブルのパスを設定するには，＜サービスプラットフォームのインストールディレクトリ＞
\CC\server\usrconf\ejb\＜ J2EE サーバ名＞\usrconf.properties に，次に示すパスを追加してください。
csc.dt.codetablepath=＜コード変換のインストールディレクトリ＞/table
なお，この設定は Smart Composer 機能または運用管理ポータルで実施することを推奨します。Smart
Composer 機能および運用管理ポータルについては，マニュアル「アプリケーションサーバ システム構
築・運用ガイド」の「1.1 運用管理機能のツールとは」を参照してください。

2.7.2

ユーザマッピングテーブルの組み込み

ユーザ固有の外字マッピングなどのユーザマッピングテーブルを，コード変換 - Development Kit を使用
して作成し，サービスプラットフォームに組み込めます。
ユーザマッピングテーブルを作成する場合には，次の製品が必要になります。
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• コード変換 - Development Kit
ユーザマッピングテーブル作成の手順は，マニュアル「コード変換ユーザーズガイド（Java 版）」を参照し
てください。
実行環境に必要なユーザマッピングテーブルを組み込むための設定について説明します。
1. ＜サービスプラットフォームのインストールディレクトリ＞※\CSC\lib\external\table ディレクト
リをバックアップします。

2. ＜サービスプラットフォームのインストールディレクトリ＞※\CSC\lib\external\table ディレクト
リに，作成したユーザマッピングテーブルを上書きします。

注※ コード変換 - Server Runtime をインストールしている場合は，＜サービスプラットフォームのイン
ストールディレクトリ＞を＜コード変換のインストールディレクトリ＞に置き換えてください。
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の管理
この章では，HCSCTE を組み込んだ Eclipse での，HCSCTE のプロジェク
トの作成・削除など，プロジェクトの管理について説明します。また，プロ
ジェクトのプロパティの設定で指定したリポジトリの管理についても説明し
ます。
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3.1

プロジェクトの管理

HCSC コンポーネントを開発する前に，HCSCTE プロジェクトを作成して，プロパティを設定します。ま
た，作成したプロジェクトは，必要に応じて，エクスポートおよびインポートします。

3.1.1

プロジェクトを作成する

HCSCTE プロジェクトを作成する前に，Eclipse のメニューから［ウィンドウ］−［設定］−［Java］−
［ビルド・パス］を選択し，「ソースおよび出力フォルダー」に「プロジェクト」を設定してください。
HCSCTE プロジェクトの作成時に，サービスやユーザ定義受付で使用する ID（サービス ID および受付
ID）に任意のプリフィックスを設定できます。なお，プリフィックスは，HCSCTE プロジェクト作成後に
設定することもできます。
HCSCTE プロジェクトの作成手順を次に示します。
1. Eclipse を起動します。
2. メニューから［ファイル］−［新規］−［プロジェクト］を選択します。
［新規プロジェクト］ダイアログが表示されます。
3.［HCSCTE プロジェクト］を選択して，［次へ］ボタンをクリックします。
［HCSCTE プロジェクト］ダイアログ（HCSCTE プロジェクト新規作成のページ）が表示されます。

4. 次の項目を設定して，［次へ］ボタンをクリックします。
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プロジェクト名
任意の名称を指定します。
デフォルト・ロケーションの使用
［デフォルト・ロケーションの使用］チェックボックスにチェックします。
［HCSCTE プロジェクト］ダイアログ（HCSCTE リポジトリ設定のページ）が表示されます。

5. 次の項目を設定します。
リポジトリディレクトリ
リポジトリ情報を格納する任意のディレクトリを指定します。リポジトリディレクトリを指定する
場合は，次の点に注意してください。
・リポジトリディレクトリのパスとプロジェクトのパスには，同じパスを指定しないでください。
・パスは，絶対パスで指定してください。
・パスの長さは，正規化された絶対パスでチェックされます。
・HCSCTE プロジェクトの作成前に設定した SOAP モードと異なる SOAP モードの HCSCTE プ
ロジェクトで設定したリポジトリディレクトリは，使用できません。
ログインユーザ名
リポジトリログインに使用するユーザ名を指定します。ユーザ名に使用できる文字は半角英数字だ
けで，長さは 1〜16 文字になります。
6. サービス ID および受付 ID にプリフィックスを設定する場合は，［次へ］ボタンをクリックします。プ
リフィックスを設定しない場合は，手順 8.に進んでください。
［HCSCTE プロジェクト］ダイアログ（HCSCTE プリフィックス設定のページ）が表示されます。
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7. サービス ID および受付 ID のプリフィックスを指定します。
サービス ID および受付 ID のプリフィックスは，3 文字までの半角英数字およびアンダーバー（_）で
指定してください。
8.［終了］ボタンをクリックします。
HCSCTE のプロジェクトが作成され，作成した HCSCTE のプロジェクトのパースペクティブが起動
します。
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! 注意事項
HCSCTE プロジェクトは，ワークスペースに 1 つしか作成できません。

3.1.2

プロパティを設定する

ここでは，HCSCTE のプロジェクトを作成したあとに実施するプロパティの設定について説明します。

(1)

リポジトリの設定
HCSCTE プロジェクト作成時と異なるリポジトリを使用する場合，必要に応じてリポジトリとして利用す
るディレクトリを指定します。
リポジトリの設定については，「3.2.1

(2)

リポジトリを設定する」を参照してください。

検証設定
検証設定では，データベースで使用する文字コードを指定します。
!

注意事項
HCSCTE プロジェクトで設定するデータベースの文字コードの変更は，HCSC コンポーネント※を作成する前
に実施してください。HCSC コンポーネント※の作成後には変更しないでください。
注※
サービスアダプタ，ビジネスプロセス，およびユーザ定義受付を指します。

検証設定で文字コードを指定する手順を次に示します。
1. Eclipse のメニューから，［プロジェクト］−［プロパティ］を選択します。
［プロパティ：HCSCTE※］ダイアログが表示されます。
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注※
「HCSCTE」の部分には，プロジェクト名が表示されます。
2. ダイアログ左側のツリービューから，［HCSC-Definer］−［検証設定］を選択します。
ダイアログ右側に，検証設定に関する設定項目が表示されます。

3.［文字コード］に，データベースで使用する文字コードを指定します。
ここで指定した値を使用して，サービス名やビジネスプロセスのアクティビティ名などの文字列長の検
証が行われます。
4.［適用］ボタン，［OK］ボタンの順にクリックします。

(3)

サービス ID および受付 ID に付加するプリフィックスの設定
サービス ID および受付 ID に，任意のプリフィックスを指定する場合の手順を次に示します。
1. Eclipse のメニューから，［プロジェクト］−［プロパティ］を選択します。
［プロパティ：HCSCTE※］ダイアログが表示されます。
注※
「HCSCTE」の部分には，プロジェクト名が表示されます。
2. ダイアログ左側のツリービューから，［HCSC-Definer］−［プリフィックス設定］を選択します。
ダイアログ右側に，プリフィックス設定に関する設定項目が表示されます。
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3.［サービス ID］および［受付 ID］に，付加する ID を指定します。
サービス ID および受付 ID のプリフィックスは，3 文字までの半角英数字およびアンダーバー（_）で
指定してください。
4.［適用］ボタン，［OK］ボタンの順にクリックします。

3.1.3

プロジェクトをエクスポート/インポートする

Eclipse の標準機能を使用して，HCSCTE プロジェクトをエクスポートできます。また，エクスポートし
た HCSCTE プロジェクトを，インポートすることもできます。ただし，1 つのワークスペースに，同時に
2 つ以上の HCSCTE プロジェクトを作成することはできません。
エクスポート方法およびインポート方法の詳細については，Eclipse のドキュメントを参照してください。

3.1.4

プロジェクトを削除する

HCSCTE プロジェクトを削除する手順を次に示します。
1. パッケージ・エクスプローラーから削除するプロジェクトを選択します。
2. メニューから［編集］−［削除］を選択します。
選択したプロジェクトが削除されます。

3.1.5

SOAP モードを変更する

HCSCTE プロジェクトを作成したあとに SOAP モードを変更するには，HCSCTE プロジェクトを作成し
直す必要があります。
SOAP モードを変更する手順を次に示します。
1. 作成した HCSCTE プロジェクトを削除します。
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HCSCTE プロジェクトの削除については，「3.1.4

プロジェクトを削除する」を参照してください。

2. Eclipse を終了します。
3. SOAP モードを設定します。
SOAP モードの設定方法については，「2.2.3

SOAP モードの設定」を参照してください。

4. Eclipse を起動します。
5. HCSCTE プロジェクトを作成します。
HCSCTE プロジェクトの作成については，「3.1.1

3.1.6

プロジェクトを作成する」を参照してください。

開発時の注意事項

HCSCTE プロジェクトの lib ディレクトリまたは src ディレクトリ下に，ファイルシステム内のファイル
のリンクを登録しないでください。リンクで登録されたファイルは，サービスのパッケージング時に EAR
ファイルに格納されません。
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リポジトリの管理

リポジトリとは，開発環境と運用環境で共有する情報を格納するディレクトリのことをいいます。開発環境
では，HCSCTE プロジェクトの作成時にリポジトリを設定します。また，設定したリポジトリは，必要に
応じて，エクスポートおよびインポートします。
!

注意事項
バージョン 07-60 以降では，開発環境と運用環境で同じリポジトリを共有できません。旧バージョンでリポジト
リを共有していた場合，開発環境と運用環境で別々のリポジトリを用意して，移行してください。移行手順につ
いては，
「付録 A.3 旧バージョンで開発環境と運用環境のリポジトリを共有していた場合の移行手順」を参照し
てください。

3.2.1

リポジトリを設定する

ここでは，HCSCTE プロジェクトの作成時に設定したリポジトリを変更する方法について説明します。

(1)

リポジトリの指定
リポジトリとするディレクトリを指定します。
リポジトリを指定する手順を次に示します。
1. Eclipse のメニューから，［プロジェクト］−［プロパティ］を選択します。
［HCSCTE※のプロパティ］ダイアログが表示されます。
注※
「HCSCTE」の部分には，プロジェクト名が表示されます。
2. ダイアログ左側のツリービューから，［HCSC-Definer］−［リポジトリ設定］を選択します。
ダイアログ右側に，リポジトリの設定項目が表示されます。
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3.［リポジトリディレクトリ］に，リポジトリとする任意のディレクトリを指定します。
［リポジトリディレクトリ］を指定する場合は，次の点に注意してください。
• すでに存在するディレクトリを指定してください。
• リポジトリディレクトリのパスとプロジェクトのパスには，同じパスを指定しないでください。
• パスは，絶対パスで指定してください。
• パスの長さは，正規化された絶対パスでチェックされます。
• HCSCTE プロジェクトの作成前に設定した SOAP モードと異なる SOAP モードの HCSCTE プ
ロジェクトで設定したリポジトリディレクトリは，使用できません。
4.［ログインユーザ名］に，ログインに使用する任意のユーザ名を入力します。
ユーザ名に使用できる文字は半角英数字だけで，長さは 1〜16 文字になります。
5.［適用］ボタン，［OK］ボタンの順にクリックします。

(2)

リポジトリの初期化
リポジトリの初期化を行うと，リポジトリの内容をすべて消去し，リポジトリを初期状態に戻すことができ
ます。
リポジトリを初期化する前に，必ずすべてのエディタを閉じてください。また，HCSCTE プロジェクトの
lib ディレクトリや src ディレクトリにアクセスしないようにしてください。エラーが発生した場合，次の
点を確認してください。
• HCSCTE プロジェクトの src ディレクトリ以下のファイルを開いたエディタ（外部エディタを含む）
を閉じているか
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• HCSCTE プロジェクトの lib ディレクトリ以下のライブラリを利用したプログラムを実行していない
か
リポジトリを初期化する手順を次に示します。
1. Eclipse のメニューから，［HCSC-Definer］−［定義情報管理］−［定義情報初期化］を選択します。
メッセージダイアログが表示されます。
2.［はい］ボタンをクリックします。
リポジトリが初期化されます。

(3)

リポジトリの変更
リポジトリとするディレクトリを変更する場合の手順は，
「(1) リポジトリの指定」と同じ手順になります。
リポジトリを変更する場合，サービスアダプタ定義やビジネスプロセス定義など，リポジトリの変更以外の
作業は終了させてください。
［デフォルトの復元］ボタンをクリックした場合，前回指定したリポジトリが設定されます。

(4)

リポジトリの注意事項
リポジトリのファイルおよびディレクトリは，直接操作しないでください。ファイルおよびディレクトリの
名前の変更，削除，内容の変更などを行った場合，動作の保証はできません。

3.2.2

リポジトリをエクスポートする

リポジトリのエクスポートでは，リポジトリを 1 つの ZIP ファイルにして，指定したディレクトリに保存
することができます。
リポジトリのエクスポート方法には，次の 2 つがあります。
• リポジトリ中のすべての情報を ZIP ファイルにして保存する
• 必要なサービスの情報だけを選択し，ZIP ファイルにして保存する

(1)

リポジトリをエクスポートする
リポジトリをエクスポートする手順を次に示します。
1. Eclipse のメニューから，
［HCSC-Definer］−［定義情報管理］−［全定義情報エクスポート］を選択
します。
［リポジトリエクスポート］ダイアログが表示されます。
2. 保存するディレクトリを指定し，保存する ZIP ファイルのファイル名を入力します。
3.［保存］ボタンをクリックします。
指定したディレクトリに ZIP ファイルが保存されます。
保存先のディレクトリに同じファイル名称のファイルがある場合，上書きを確認するダイアログが表示
されます。上書きしてよいときは，［はい］ボタンをクリックして保存します。
参考
必要に応じてリポジトリをエクスポートし，リポジトリのデータをバックアップすることをお勧めします。
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(2)

サービス定義の一部だけをエクスポートする
必要なサービスを選択してエクスポートする場合，次に示す情報を指定したディレクトリに保存することが
できます。
• HCSC コンポーネント（サービスアダプタ，ビジネスプロセス）に関する定義
• ユーザ定義 Java クラスのソースファイル
• ユーザ定義 Java クラスの前提ライブラリファイル
エクスポートの対象は複数選択できます。なお，エクスポート対象のビジネスプロセスに関連するユーザ定
義受付も同時にエクスポートされます。

サービス定義の一部だけをエクスポートする手順を次に示します。
1. Eclipse のメニューから，
［HCSC-Definer］−［定義情報管理］−［サービスエクスポート］を選択し
ます。
サービスエクスポートウィザードのサービス選択画面が表示されます。

2. エクスポートするサービスのチェックボックスにチェックします。
公開済みのサービスだけをチェックする場合は［公開サービスのみ選択］をクリックします。
3.［参照］ボタンをクリックして保存するディレクトリを指定し，保存する ZIP ファイルのファイル名を
入力します。
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ユーザ定義 Java クラスの有無がチェックされ，
［次へ］ボタンまたは［終了］ボタンのどちらかが活性
化します。
4. 次のどちらかの操作をします。
ユーザ定義 Java クラスがない場合
［終了］ボタンをクリックします。
選択したサービス定義が ZIP ファイルに保存されます。
ユーザ定義 Java クラスがある場合
［次へ］ボタンをクリックします。
サービスエクスポートウィザードのファイル選択画面が表示されます。次の手順に進んでくださ
い。

5. エクスポートするユーザ定義 Java クラス，およびその前提ライブラリファイルのチェックボックスに
チェックします。
6.［終了］ボタンをクリックします。
選択したサービス定義が ZIP ファイルに保存されます。

3.2.3

リポジトリをインポートする

リポジトリのインポートでは，エクスポートで ZIP ファイルにしたリポジトリを読み込むことができます。
インポートできる定義情報は，リポジトリに格納されたサービス定義とシステム構成定義です。エクスポー
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トされたリポジトリと，インポート先のリポジトリの SOAP モードが一致している場合に，インポートで
きます。
リポジトリのインポート方法には，次の 2 つがあります。
• ZIP ファイル内のサービス定義とシステム構成定義，またはどちらか一方をインポートする
• ZIP ファイル内のサービス定義の一部だけをインポートする
2 つのインポート方法の使い分けについて次の図に例示します。
図 3‒1

2 つのインポート方法の使い分け（例）

この図の例に示すように，複数の開発環境で同時に HCSC コンポーネントを開発する場合，それぞれの開
発環境のリポジトリをエクスポートして，マスタのリポジトリにインポートします。このとき，サービス定
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義の中で必要な情報だけをインポートします。また，運用環境でエクスポートされたリポジトリの情報を開
発環境のリポジトリ（マスタ）にインポートする場合，サービス定義とシステム構成定義をインポートしま
す。
なお，エクスポートした情報は，媒体を利用しないでネットワーク経由で受け渡すこともできます。
!

注意事項
リポジトリをインポートする場合，サービスアダプタ定義やビジネスプロセス定義などのすべてのエディタを閉

じてください。また，HCSCTE プロジェクトの lib ディレクトリや src ディレクトリにアクセスしないようにし
てください。エラーが発生した場合，次の点を確認してください。
• HCSCTE プロジェクトの src ディレクトリ以下のファイルを開いたエディタ（外部エディタを含む）を閉じ
ているか
• HCSCTE プロジェクトの lib ディレクトリ以下のライブラリを利用したプログラムを実行していないか

2 つのインポート方法の詳細を次に説明します。

(1)
(a)

サービス定義とシステム構成定義をインポートする
インポート手順
リポジトリ中のサービス定義とシステム構成定義をインポートする手順を次に示します。
1. Eclipse のメニューから，
［HCSC-Definer］−［定義情報管理］−［全定義情報インポート］を選択し
ます。
インポートを確認するダイアログが表示されます。
2.［はい］ボタンをクリックします。
リポジトリ情報の ZIP ファイルを選択する［リポジトリインポート］ダイアログが表示されます。
3. 読み込む ZIP ファイルを指定します。
4.［開く］ボタンをクリックします。
インポート対象の定義情報を選択する［リポジトリインポート］ダイアログが表示されます。

5. インポートしたい定義のチェックボックスにチェックします。
初めてインポートする場合は，［サービス定義］と［システム構成定義］の両方にチェックしてくださ
い。
6.［OK］ボタンをクリックします。
「3.2.1(1)

リポジトリの指定」で指定したディレクトリにリポジトリが読み込まれます。
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(b) 注意事項
• 旧バージョンのリポジトリをインポートすると，リポジトリ情報が今バージョンに引き継がれます。
• Java 呼出アクティビティで利用するユーザ定義 Java クラス，またはユーザ定義 Java クラスの前提ラ
イブラリをインポートした場合，HCSCTE プロジェクトをビルドしてください。
• サービス定義，システム構成定義のどちらか一方だけをインポートする場合，ZIP ファイル中のイン
ポート対象の定義情報と現在のリポジトリ内の情報（サービス定義またはシステム構成定義）の整合性
が保たれている必要があります。不整合がある場合はエラーとなり，サービス定義やシステム構成定義
をリポジトリにインポートできません。
リポジトリのインポートで整合性をチェックしている内容を次に示します。
サービス定義だけをインポートする場合
リポジトリ内の公開済みサービス定義と，対応する ZIP ファイル中のサービス定義について，整合
性をチェックした場合に，エラーになる条件を次に示します。
表 3‒1 リポジトリのインポートの整合性チェックでエラーになる条件（サービス定義だけをイン
ポートする場合 1）
項番

エラーになる条件

1

サービス ID が一致しない

2

サービス名が一致しない※1

3

種別（サービスアダプタまたはビジネスプロセス）が一致しない※1

4

ビジネスプロセスのバージョンが一致しない※1※2

5

ビジネスプロセスに定義されているユーザ定義受付の数が一致しない※1

6

ビジネスプロセスに定義されているユーザ定義受付の受付 ID が一致しない※1

7

ビジネスプロセスに定義されているユーザ定義受付の受付名が一致しない※1

8

ZIP ファイル中のサービス定義がパッケージングされていない※1※2
注※1
サービス ID が一致するサービス定義同士をチェックします。
注※2
旧バージョンで作成したリポジトリの場合はチェックしません。

また，リポジトリ内の公開済みサービス定義と，サービス ID が一致する ZIP ファイル中のサービ
ス定義について，整合性をチェックした場合に，エラーになる条件を次に示します。なお，リポジ
トリ内のシステム構成定義で定義されているサーバ構成によって，エラーになる条件が異なります。
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リポジトリのインポートの整合性チェックでエラーになる条件（サービス定義だけをイン
ポートする場合 2）
リポジトリ内の情報

項番

システム構成定義で定義されているサー
バ構成
データ
ベースの
使用有無

Reliable Messaging の使
用有無

エラーになる条件
公開済みのサービス定義（サー
ビスの種別）

1

使用する

使用する

すべて

2

使用しな

使用しない

ビジネスプロセス

い

3

• SOAP アダプタ
• SessionBean アダプタ
• DB アダプタ

（サービス ID が一致する ZIP ファ
イル中のサービス定義）

−
ステータスの永続化に yes が設定
されている

サービスの種別に MDB_WSR ま
たは MDB_DBQ が設定されてい
る

• TP1 アダプタ
• ファイルアダプタ
• Object Access アダプタ
• Message Queue アダプタ
• FTP アダプタ
• ファイル操作アダプタ
• メールアダプタ
• HTTP アダプタ
• 汎用カスタムアダプタ
4

使用する

使用しない

• SOAP アダプタ
• SessionBean アダプタ
• DB アダプタ

サービスの種別に MDB_WSR ま
たは MDB_DBQ が設定されてい
る

• TP1 アダプタ
• ファイルアダプタ
• Object Access アダプタ
• Message Queue アダプタ
• FTP アダプタ
• ファイル操作アダプタ
• メールアダプタ
• HTTP アダプタ
• 汎用カスタムアダプタ
（凡例）
−：エラーになる条件はありません。

エラーが発生した場合の対処方法
現状のリポジトリ内のサービスをすべて非公開にして，再度，サービス定義だけをインポートして
ください。

83

3

プロジェクトの管理とリポジトリの管理

システム構成定義だけをインポートする場合
ZIP ファイル中の公開済みサービス定義と，リポジトリ内のサービス定義について，整合性をチェッ
クした場合に，エラーになる条件を次に示します。
表 3‒3

リポジトリのインポートの整合性チェックでエラーになる条件（システム構成定義だけを
インポートする場合 1）

項番

エラーになる条件

1

サービス ID が一致しない

2

サービス名が一致しない※1

3

種別（サービスアダプタまたはビジネスプロセス）が一致しない※1

4

ビジネスプロセスのバージョンが一致しない※1※2

5

ビジネスプロセスに定義されているユーザ定義受付の数が一致しない※1

6

ビジネスプロセスに定義されているユーザ定義受付の受付 ID が一致しない※1

7

ビジネスプロセスに定義されているユーザ定義受付の受付名が一致しない※1

8

ZIP ファイル中のサービス定義がパッケージングされていない※1※2
注※1
サービス ID が一致するサービス定義同士をチェックします。
注※2
旧バージョンで作成したリポジトリの場合はチェックしません。

また，ZIP ファイル中の公開済みサービス定義と，サービス ID が一致するリポジトリ内のサービス
定義について，整合性をチェックした場合に，エラーになる条件を次に示します。なお，ZIP ファ
イル中のシステム構成定義で定義されているサーバ構成によって，エラーになる条件が異なります。
表 3‒4

リポジトリのインポートの整合性チェックでエラーになる条件（システム構成定義だけを
インポートする場合 2）
ZIP ファイル中の情報

項番

システム構成定義で定義されているサー
バ構成
データ
ベースの
使用有無

Reliable Messaging の使
用有無

エラーになる条件
公開済みのサービス定義（サー
ビスの種別）

1

使用する

使用する

すべて

2

使用しな
い

使用しない

ビジネスプロセス

3

• SOAP アダプタ
• SessionBean アダプタ
• DB アダプタ
• TP1 アダプタ
• ファイルアダプタ
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−
ステータスの永続化に yes が設定
されている
サービスの種別に MDB_WSR ま
たは MDB_DBQ が設定されてい
る
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ZIP ファイル中の情報

項番

システム構成定義で定義されているサー
バ構成
データ
ベースの
使用有無

3

使用しな
い

Reliable Messaging の使
用有無
使用しない

エラーになる条件
公開済みのサービス定義（サー
ビスの種別）

• Object Access アダプタ
• Message Queue アダプタ
• FTP アダプタ

（サービス ID が一致する ZIP ファ
イル中のサービス定義）

サービスの種別に MDB_WSR ま
たは MDB_DBQ が設定されてい
る

• ファイル操作アダプタ
• メールアダプタ
• HTTP アダプタ
• 汎用カスタムアダプタ
4

使用する

使用しない

• SOAP アダプタ
• SessionBean アダプタ
• DB アダプタ

サービスの種別に MDB_WSR ま
たは MDB_DBQ が設定されてい
る

• TP1 アダプタ
• ファイルアダプタ
• Object Access アダプタ
• Message Queue アダプタ
• FTP アダプタ
• ファイル操作アダプタ
• メールアダプタ
• HTTP アダプタ
• 汎用カスタムアダプタ
（凡例）
−：エラーになる条件はありません。

エラーが発生した場合の対処方法
次の手順を実行して，対処してください。
1. 現状のリポジトリをエクスポート（rep.zip）して退避します。
2. インポートしようとしたアーカイブファイルから，サービス定義とシステム構成定義の両方をイ
ンポートします。
3. 手順 2 でインポートしたサービス定義をすべて非公開にします。
4. 手順 1 で退避しておいた rep.zip から，サービス定義だけをインポートします。

(2)

サービス定義の一部だけをインポートする
サービス定義の一部だけをインポートする場合，インポートの対象として選択できるのは次の情報です。
• HCSC コンポーネント（サービスアダプタ，ビジネスプロセス）に関する定義
• ユーザ定義 Java クラスのソースファイル
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• ユーザ定義 Java クラスの前提ライブラリファイル
インポートの対象は複数選択できます。なお，インポート対象のビジネスプロセスに関連するユーザ定義受
付も同時にインポートされます。
インポート時に，任意のサービス ID または受付 ID を指定して，サービスやユーザ定義受付をインポート
できます。
(a) インポート手順
サービス定義の一部だけをインポートする手順を次に示します。
1. Eclipse のメニューから，
［HCSC-Definer］−［定義情報管理］−［サービスインポート］を選択しま
す。
アーカイブファイル（ZIP ファイル）を選択するダイアログが表示されます。
2. インポートする情報を含むアーカイブファイルを選択して，［開く］ボタンをクリックします。
［サービスインポート］ダイアログ（サービスの選択）が表示されます。

3. インポートするサービスのチェックボックスにチェックします。
4. 必要に応じて，インポートするサービスの［取込後 ID］を変更します。
次の点に注意して ID を指定してください。
• ID は 8 バイト以内の英数字およびアンダーバー（_）で指定してください。
• すでにインポート先で使用されている ID は指定できません。
ただし，インポート先で使用されている ID であっても，同時にインポートするサービスによってそ
の ID が使用されなくなる場合は，ID として指定できます。
• ほかのサービスまたはユーザ定義受付と同じ ID は指定できません。
• 複数のリポジトリで分散開発されたサービスを統合する場合，すべてのサービスがインポートされ
るまでにインターフェースの不整合が発生し，備考欄に警告メッセージが表示されることがありま
す。サービスを統合するまでに発生する不整合が意図したものであれば，備考欄に警告メッセージ
が表示されても問題ありません。
ただし，インターフェースに不整合がある場合，設計情報が正しく出力されないため，設計情報を
出力しないでください。
5.［OK］ボタンをクリックします。
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ユーザ定義 Java クラスの有無がチェックされます。
ユーザ定義 Java クラスがある場合，［サービスインポート］ダイアログ（ユーザ定義 Java クラスの選
択）が表示されます。次の手順に進んでください。
ユーザ定義 Java クラスがない場合，「3.2.1(1)
したリポジトリの内容が読み込まれます。

リポジトリの指定」で指定したディレクトリに，選択

6. インポートするユーザ定義 Java クラス，およびその前提ライブラリファイルのチェックボックスに
チェックします。

7.［OK］ボタンをクリックします。
ユーザ定義 Java クラスの有無がチェックされます。
ユーザ定義 Java クラスがある場合，［サービスインポート］ダイアログ（ユーザ定義 Java クラスの選
択）が表示されます。
「3.2.1(1) リポジトリの指定」で指定したディレクトリに，選択したリポジトリの内容が読み込まれま
す。
ポイント
• 同じ名称の HCSC コンポーネントがリポジトリで公開されている場合など，インポートの対象として選択で
きない場合，［サービスインポート］ダイアログ（サービスの選択）中のサービスの表示は非活性になりま
す。［備考］の内容を参考に，原因を取り除いてから再度インポートしてください。
• インポートした HCSC コンポーネント（サービスアダプタ，ビジネスプロセス）は，必ずパッケージングし
てください。パッケージングの方法については，「7.2 パッケージング」を参照してください。
• Java 呼出アクティビティで利用するユーザ定義 Java クラス，またはユーザ定義 Java クラスの前提ライブラ
リをインポートした場合，HCSCTE プロジェクトをビルドしてください。
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(b) 注意事項
• リポジトリ中で同じ名称の HCSC コンポーネントが公開済みの場合，インポートできません。イン
ポートする前に非公開にしてください。
• リポジトリのサービス定義の一部だけをインポートする場合，システム構成定義はインポートされませ
ん。すでに公開している HCSC コンポーネントをインポートすると，インポートした HCSC コンポー
ネントは非公開になります。
• インポート先のリポジトリに，インポート対象の HCSC コンポーネントと同じ名称の HCSC コンポー
ネントがある場合，内容がすべて上書きされます。フォーマット ID はすべて更新されます。
• 古いバージョンで作成したリポジトリから，サービス定義の一部だけをインポートすることはできませ
ん。次の手順でリポジトリを移行し，サービス定義の一部をインポートしてください。
1. 現在のリポジトリをアーカイブファイルにエクスポートします。
2. 旧バージョンのアーカイブファイルから，すべての定義情報をインポートします。
3. 手順 2 でインポートした定義情報を別のアーカイブファイルにエクスポートします。
4. 手順 1 でエクスポートしたアーカイブファイルから，すべての定義情報をインポートします。
5. 手順 3 でエクスポートしたアーカイブファイルから，サービス定義の一部をインポートします。
• 運用環境で HCSC サーバのセットアップを実施した直後にエクスポートされたリポジトリを，開発環

境にインポートする場合，サービス定義の一部だけをインポートする操作（サービスインポート）では
なく，Eclipse のメニューから［HCSC-Definer］−［定義情報管理］−［全定義情報インポート］を
選択して，定義情報をすべてインポートしてください。
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設計情報の出力

開発環境では，リポジトリの概要情報，ビジネスプロセスの定義情報，およびサービスアダプタの定義情報
を設計情報として HTML ファイルに出力できます。設計情報を出力すると，開発環境の画面を利用しない
で，定義した情報を確認できるため，作業の効率化が図れます。また，設計情報は統一されたフォーマット
で HTML ファイルに出力されます。
設計情報の出力の概要を次の図に示します。
図 3‒2

3.3.1

設計情報の出力の概要

設計情報として出力できる情報

設計情報として出力できる情報は，設計情報の出力ウィザードで選択できます。設計情報として出力できる
情報を次の図に示します。
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図 3‒3 設計情報として出力できる情報

タイトル
設計情報の出力ウィザードの［タイトル］に指定した文字列が出力されます。
作成日時
設計情報の出力を開始したときの日時が出力されます。「YYYY/MM/DD
されます。

hh:mm:ss」の形式で表示

作成者
設計情報の出力ウィザードの［作成者］に作成者を指定した場合，指定した作成者が出力されます。
「×
× 作 成」の形式で表示されます。「××」は作成者を示します。
作成者を指定しなかった場合，作成者は出力されず，「作 成」だけが表示されます。
目次
出力情報の目次が出力されます。
リポジトリの概要情報
製品バージョン，およびリポジトリに存在するすべてのサービス部品の概要情報と各サービスの依存関
係が出力されます。
ビジネスプロセスの定義情報
ビジネスプロセス定義画面でユーザが定義した情報がサービス部品単位で出力されます。ビジネスプ
ロセスの定義情報には，ビジネスプロセス定義画面で定義したアクティビティの配置図も含まれます。
サービスアダプタの定義情報
サービスアダプタ定義画面でユーザが定義した情報がサービス部品単位で出力されます。
リポジトリ概要，ビジネスプロセス情報，サービスアダプタ情報に出力できる情報を次に説明します。ま
た，ビジネスプロセス情報内に含まれるデータ変換の定義情報についても説明します。

(1) リポジトリ概要
リポジトリ概要を次の図に示します。
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リポジトリ概要

バージョン情報
Service Architect の製品バージョンが出力されます。
サービス一覧
設計情報の出力ウィザードで選択したサービス部品の概要情報が出力されます。
依存関係
設計情報の出力ウィザードで選択した各サービス部品の依存関係が出力されます。

(2) ビジネスプロセス情報
ビジネスプロセス情報は，スコープアクティビティおよび繰り返しアクティビティが定義されているかどう
かによって，出力される情報が異なります。
ビジネスプロセス情報を次の図に示します。
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図 3‒5 ビジネスプロセス情報

「×××」の共通情報
ビジネスプロセスを作成するときに設定する情報，サービス部品の依存関係，およびアクティビティの
一覧が出力されます。「×××」にはビジネスプロセス名が表示されます。
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「×××」のオペレーション情報
ビジネスプロセスのオペレーション一覧，およびオペレーションごとの通信モデルや電文の定義情報が
オペレーションの詳細情報として出力されます。
「×××」の変数情報
ビジネスプロセスで定義されているすべてのグローバル変数の情報が出力されます。
「×××」の相関セット情報
ビジネスプロセスで定義されているすべての相関セットの情報が出力されます。
「×××」のユーザ定義受付情報
ビジネスプロセスで定義されているユーザ定義受付の一覧，および各ユーザ定義受付の詳細情報が出力
されます。
ビジネスプロセス内のアクティビティ情報
キャンバス上に配置した各アクティビティの情報が出力されます。
□□□内のアクティビティ情報
スコープアクティビティまたは繰り返しアクティビティの情報が繰り返し出力されます。「△△△」に
は「スコープ」または「繰り返し」が，「□□□」にはスコープアクティビティ名または繰り返しアク
ティビティ名が表示されます。

(3)

サービスアダプタ情報
サービスアダプタ情報を次の図に示します。
図 3‒6

サービスアダプタ情報

「×××」の共通情報
サービス部品制御情報，および呼出し元サービスが出力されます。「×××」にはサービス名が表示さ
れます。
「×××」のオペレーション情報
サービスアダプタのオペレーション一覧，およびオペレーションごとの通信モデルや電文の定義情報が
オペレーションの詳細情報として出力されます。
「×××」の固有情報
開発環境の画面でサービスアダプタを定義したときに設定した情報が，サービス種別ごとに出力されま
す。「△△△」にはサービス種別が表示されます。固有情報を参照するときに注意する点を，サービス
種別ごとに次に示します。
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Web サービスの場合
• ベーシック認証を使用する場合，どのようなパスワードが設定されていても「****」が表示され
ます。
• クライアント定義ファイルに XML で使用できない文字が存在する場合，クライアント定義ファ
イルは正しく出力されません。
SessionBean の場合
クライアント定義ファイルに XML で使用できない文字が存在する場合，クライアント定義ファイル
は正しく出力されません。
MDB（WS-R）の場合
ベーシック認証を使用する場合，どのようなパスワードが設定されていても「****」が表示されま
す。
MDB（DB キュー）の場合
固有情報は出力されません。
汎用カスタムアダプタの場合
独自定義ファイルが XML 形式でない場合，独自定義ファイルは正しく出力されません。
そのほかのサービスアダプタの場合
汎用カスタムアダプタの場合と同じです。DB アダプタ，TP1 アダプタ，ファイルアダプタ，Object
Access アダプタ，Message Queue アダプタ，FTP アダプタ，ファイル操作アダプタ，メールア
ダプタ，または HTTP アダプタが該当します。

(4)

データ変換の定義情報
ビジネスプロセスまたはサービスアダプタでデータ変換を定義した場合，データ変換の対応表が出力されま
す。データ変換の対応表を次の図に示します。
図 3‒7

データ変換の対応表

変換先
変換先スキーマに含まれる各ノードが出力されます。
代入値
変換先ノードに代入する値が出力されます。1 つまたは複数の関数（ファンクション）や変換元ノード
が出力されます。
関数詳細
「代入値」に出力された関数（ファンクション）に詳細情報がある場合，その詳細情報が出力されます。
「代入値」に出力された関数（ファンクション）に複数の詳細情報がある場合は，複数の詳細情報が出
力されます。
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依存対象
「代入値」が依存するくり返しファンクションが出力されます。
「代入値」および「関数詳細」に出力される情報をファンクションごとに次の表に示します。
表 3‒5 「代入値」および「関数詳細」に出力される情報
項番
1

2

ファンクショ
ン名
文字列連結

部分文字列取
得

代入値の出力形式
＜ファンクション名＞(＜連結する対象＞,
…)
＜ファンクション名＞(＜分割する対象＞)

関数詳細の出力形式
・＜ファンクション名＞
ファンクションタイプ=文字列連結 (concat)
「・＜ファンクション名＞」のあとに次のどれかが
出力されます。

• ファンクションタイプ=部分文字列取得
(substr), 取得方法=先頭からの範囲指定, 開始
位置=＜開始位置＞, ＜文字数=文字数 | 開始
位置から末尾までを取得＞

• ファンクションタイプ=部分文字列取得
(substr), 取得方法=末尾からの範囲指定, 開始
位置=＜開始位置＞,＜文字数=文字数 | 開始
位置から先頭までを取得＞

• ファンクションタイプ=部分文字列取得
(substr), 取得方法=分割文字列指定, 分割文字
列='＜分割に利用する文字列＞', 取得部位=＜
前 | 後＞
3

4

文字数取得

文字列調査

＜ファンクション名＞(＜文字数を取得する
対象＞)

・＜ファンクション名＞

＜ファンクション名＞(＜特定の文字列が含
まれているかどうかを調査する対象＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=文字数取得 (length)

ファンクションタイプ=文字列調査 (contain), 調
査種別=＜指定文字列を含む | 指定文字列から開
始＞, 調査文字列='＜調査文字列＞'

5

6

空白除去

数値フォー
マット変換

＜ファンクション名＞(＜空白を除去する対
象＞)

・＜ファンクション名＞

＜ファンクション名＞(＜フォーマットした
い数値＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=空白除去 (trim)

ファンクションタイプ=数値フォーマット変換
(format), パターン='＜フォーマットパターン＞',
記号の変更=＜なし | (小数点文字='＜小数点文
字＞', 桁区切り文字='＜桁区切り文字＞')＞

7

数値演算

＜ファンクション名＞(＜ 1 つ目の演算の対
象＞, '＜+ | - | * | / | %＞', ＜ 2 つ目の演

・＜ファンクション名＞

＜ファンクション名＞(＜端数処理を行う対
象＞)

・＜ファンクション名＞

＜ファンクション名＞(＜総和を取る対象＞,
…)

・＜ファンクション名＞

算の対象＞)

8

9

端数処理

総和

ファンクションタイプ=数値演算 (calc)

ファンクションタイプ=端数処理 (round), 端数
処理種別=＜四捨五入 | 切り捨て | 切り上げ＞

ファンクションタイプ=総和 (sum)
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項番
10

11

ファンクショ
ン名
否定演算

論理演算

代入値の出力形式

関数詳細の出力形式

＜ファンクション名＞(＜否定演算の対象
＞)

・＜ファンクション名＞

＜ファンクション名＞(＜ 1 つ目の演算の対
象＞, ＜ 2 つ目の演算の対象＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=否定演算 (not)

ファンクションタイプ=論理演算 (bitop), 演算=
＜論理積 (AND)|論理和 (OR)|排他的論理和
(XOR)＞

12

シフト演算

＜ファンクション名＞(＜シフト演算の対象
＞)

シフト方向が「左」の場合
・＜ファンクション名＞
ファンクションタイプ=シフト演算 (shift), シ
フト量=＜シフト量＞ ビット, 出力サイズ=＜
出力サイズ＞ ビット, シフト方向=左

シフト方向が「右」の場合
・＜ファンクション名＞
ファンクションタイプ=シフト演算 (shift), シ
フト量=＜シフト量＞ ビット, 出力サイズ=＜
出力サイズ＞ ビット, シフト方向=右, シフト
種別=＜算術シフト|論理シフト＞
13

14

15

16

ノード数取得

ノード名取得

ノード調査

くり返し

＜ファンクション名＞(＜ノード数を取得し
たいノード＞)

・＜ファンクション名＞

＜ファンクション名＞(＜ノード名を取得し
たいノード＞)

・＜ファンクション名＞

＜ファンクション名＞(＜存在を確認したい
ノード＞)

・＜ファンクション名＞

＜ファンクション名＞(＜ループの基準とな
るパス＞)

・＜ファンクション名＞

ファンクションタイプ=ノード数取得 (count)

ファンクションタイプ=ノード名取得 (name)

ファンクションタイプ=ノード調査 (exist)

ファンクションタイプ=くり返し (loop)
ソート条件
＜無 | キー=＜キーとなるノード＞, 順序=＜
昇順 | 降順＞, 言語=＜自動 | 日本語 | 英語

＞, タイプ=＜テキスト | 数値＞, 優先順位=
＜大文字 | 小文字＞＞

17

選択

＜ファンクション名＞([＜条件値＞]=>[＜
出力値＞], …, [どの条件にも合致しない場
合]=>[＜出力値＞])

・＜ファンクション名＞
ファンクションタイプ=選択 (choose)

[＜出力値＞]には次のどれかが出力されま
す。
• ノードを出力しない
• 空ノード
• ＜出力される値＞
• 値を出力する
18

定数

＜ファンクション名＞(＜文字列:'＜値＞' |
数値: '＜値＞' | 論理値:＜真 | 偽＞| 特殊

ノード:＜ノード出力なし | 空ノード＞＞)
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ファンクションタイプ=定数 (const)

3
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ン名

項番
19

値置換え

代入値の出力形式
＜ファンクション名＞(＜置換対象のノード
＞)

プロジェクトの管理とリポジトリの管理

関数詳細の出力形式
・＜ファンクション名＞
ファンクションタイプ=値置換え (replace), 変換
テーブル ID='＜変換テーブル ID ＞', パスプロパ
ティ='csc.dt.valueTable.＜変換テーブル ID ＞',
コードプロパティ='csc.dt.encodeType.＜変換
テーブル ID ＞', 検索キー列指定=＜左列 | 右列
＞, 検索失敗時の動作=＜デフォルト値を代入, 値
= '＜値＞' | 変換エラー＞

20

基数変換

＜ファンクション名＞(＜基数変換の対象
＞)

・＜ファンクション名＞
ファンクションタイプ=基数変換 (radix), 入力基
数=＜ 16 進数|10 進数|2 進数＞, 出力基数=＜
16 進数|10 進数|2 進数＞

21

カスタム

＜ファンクション名＞(＜引数の入力値＞,
…)
注
引数がない場合は，丸括弧の中には何も
表示されません。

・＜ファンクション名＞
ファンクションタイプ=カスタム (custom), jar
ファイル='＜ jar ファイル名＞', クラス='＜クラ
ス名＞', メソッド='＜メソッド名＞', メソッドの
説明='＜メソッドの説明＞'
注
引数がある場合は，上記形式で表示される情報
の直下に引数名と引数の説明が一覧表で表示
されます。

3.3.2

出力前の確認事項

設計情報を出力する前の確認事項を次に示します。

(1)

利用できる Web ブラウザ
出力した設計情報（HTML）を参照するためには，次の Web ブラウザを利用してください。
• Internet Explorer 6
• Internet Explorer 7
• Internet Explorer 8
• Internet Explorer 9
• Internet Explorer 10
• Internet Explorer 11

(2) リポジトリの状態
設計情報を出力する場合，HCSC コンポーネントのパッケージングでエラーが発生しない状態のリポジト
リを使用することをお勧めします。データ変換定義の検証エラーによってパッケージング時にエラーが発
生した場合，検証エラーとなったデータ変換定義の対応表は出力されません。
なお，データ変換定義の検証エラーが発生した場合，コンソールビューにエラーが発生したことを通知する
メッセージが表示されます。また，設計情報の出力終了時に，エラーが発生したことを通知するダイアログ
が表示されます。
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(3)

設計情報の出力先
設計情報の出力先は，ディレクトリまたはファイルが存在しない場所を指定してください。ディレクトリま
たはファイルが存在する場合，ファイルが上書きされたり，不要なファイルが残ったりすることがありま
す。なお，指定した設計情報の出力先に，ディレクトリまたはファイルが存在する場合は，処理を続行する
かを問い合わせるダイアログが表示されます。

(4)

設計情報の出力時間
出力対象のデータが大きい場合や使用するマシンの性能によっては，設計情報の出力に時間が掛かることが
あります。設計情報の出力中は，Eclipse 上でほかの作業はできませんので注意してください。

(5)

設計情報の印刷
ブラウザから印刷する場合，印刷用紙のサイズが小さいと出力内容の右端が切れて印刷されることがありま
す。そのため，印刷前に印刷プレビュー機能で印刷内容を確認して，適切な用紙サイズおよび余白を設定す
ることをお勧めします。

(6)

Windows Vista 以降のユーザアクセスコントロール機能を有する OS で使用する場合
設計情報の出力先ディレクトリに管理者特権が必要なディレクトリを指定する場合は，Eclipse を管理者特
権で実行してください。管理者特権が付与されていない場合，設計情報の出力中にエラーが発生します。

3.3.3

設計情報の出力方法

設計情報の出力方法を次に示します。
1. メニューから［HCSC-Definer］−［設計情報の出力］を選択します。
サービスまたはユーザ定義受付を編集中の場合
編集中のサービスまたはユーザ定義受付の保管（非公開化）を確認するダイアログが表示されます。
複数のサービスまたはユーザ定義受付が編集中の場合は，複数回ダイアログが表示されます。保管
する場合は［はい］ボタンをクリックします。これ以降，確認ダイアログを表示しないで，すべて
保管する場合は［すべてはい］ボタンをクリックします。保管しない場合は［キャンセル］ボタン
をクリックして，処理を終了します。
手順 2.に進みます。
サービスまたはユーザ定義受付を編集中でない場合
設計情報の出力ウィザードが表示されます。手順 3.に進みます。
2.［はい］ボタンまたは［すべてはい］ボタンをクリックします。
設計情報の出力ウィザード（基本情報の入力ページ）が表示されます。なお，編集中のサービスまたは
ユーザ定義受付が配備定義（公開）されているか配備定義されていないか（非公開）によって，次のよ
うに処理が異なります。
サービスまたはユーザ定義受付が配備定義されている場合
配備定義されているサービスまたはユーザ定義受付を配備定義されていない状態にします。そのあ
と，編集中のサービスまたはユーザ定義受付を保存して処理を続行します。
サービスまたはユーザ定義受付が配備定義されていない場合
編集中のサービスまたはユーザ定義受付を保存して処理を続行します。
3. 設計情報の出力ウィザード（基本情報の入力ページ）で，出力先ディレクトリなど必要な情報を設定し
ます。
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出力先ディレクトリ
設計情報を出力するディレクトリを指定します。設計情報の出力先を指定する場合は，次の点に注
意してください。
・出力先ディレクトリには，ディレクトリまたはファイルが存在しない場所を指定してください。
指定したディレクトリに，同一名のディレクトリまたはファイルが存在する場合は，上書きされま
す。また，ビジネスプロセス数が異なる場合は，不要な画像ファイルが残ることがあります。
・パスは絶対パスで指定してください。
・文字コード「MS932」で 239 バイト以下のパスを指定してください。
・設計情報の出力を開始したあとに，エラーが発生して出力処理を中止した場合，中止する前まで
のディレクトリまたはファイルが残ることがあります。
タイトル
設計情報のタイトルとして出力する文字列を指定します。
なお，タイトルに指定する文字列として，次の文字コードが使用できます。
U+0009，U+0020-U+D7FF，U+E000-U+FFFD，U+10000-U+10FFFF
また，タブ（U+0009），半角空白（U+0020），および全角空白（U+3000）は文字の間でだけ使
用できます。
作成者
設計情報の作成者として出力する文字列を指定します。
なお，作成者に指定する文字列として，次の文字コードが使用できます。
U+0009，U+0020-U+D7FF，U+E000-U+FFFD，U+10000-U+10FFFF
また，タブ（U+0009），半角空白（U+0020），および全角空白（U+3000）は文字の間でだけ使
用できます。
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形式
アクティビティ配置図の出力イメージの形式を指定します。PNG 形式，BMP 形式，JPEG 形式か
ら選択します。
最大幅
出力イメージの最大幅を指定します。指定できる範囲は 250〜2500 です。
出力イメージの幅サイズが指定した最大幅を超える場合は，最大幅に収まるように，幅と高さの比
率を保ったまま出力イメージを縮小して表示します。
最大高さ
出力イメージの最大高さを指定します。指定できる範囲は 200〜2000 です。
出力イメージの高さサイズが指定した最大高さを超える場合は，最大高さに収まるように，幅と高
さの比率を保ったまま出力イメージを縮小して表示します。
4.［次へ］ボタンをクリックします。
設計情報の出力ウィザード（サービスの選択ページ）が表示されます。
5. 設計情報の出力ウィザード（サービスの選択ページ）で，設計情報として出力するサービスのチェック
ボックスにチェックします。

6.［終了］ボタンをクリックします。
設計情報の出力処理状況がダイアログに表示されます。
出力処理が完了すると処理結果がダイアログに表示され，出力先ディレクトリに設計情報が出力されま
す。
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設計情報の出力に関する注意事項

設計情報の出力に関する注意事項を次に示します。
• 次の方法で XPath を記載した場合，XPath 中の変数への参照先リンクは出力されません。ブラウザの
検索機能などを使用して，変数情報を参照してください。
• 変数名を直接指定して情報を取得する方法
• 次の拡張関数を使用して変数内の情報を取得する方法
・csc:getMessageInitialize
・csc:getHexVariableData
・csc:getHexString
• 独自定義ファイルが XML 形式の場合，次の文字エンコーディングが指定されていると，設計情報出力
でファイルの内容を出力できないことがあります。
• ISO-10646-UCS-2
• UTF-32
• UTF-32BE
• UTF-32LE
• ISO-10646-UCS-4

101

3 プロジェクトの管理とリポジトリの管理

3.4

Eclipse に関する注意事項

HCSCTE プロジェクト，HCSCTE リポジトリが正しく設定されている状態でも，Eclipse を起動すると，
HCSCTE ビューにツリービューが表示されないで，かつエラーダイアログも表示されないことがありま
す。対処方法を次に示します。
1. いったん，HCSCTE ビューを閉じ，次の方法で HCSCTE ビューを再度開きます。
• ［ウィンドウ］−［ビュー］−［その他］でダイアログを開く。
• 開いたダイアログから，
［HCSCTE-Definer］−［HCSCTE ビュー］を選択し，
［OK］ボタンをク
リックする。
2. 手順 1 で解決できない場合は，Eclipse を終了し，次の手順を実施します。
• <Eclipse インストールディレクトリ>\eclipse.ini に，次の項目を追加する。
-Dequinox.statechange.timeout=<timeout>
<timeout>の部分に 20000 以上（単位：ミリ秒）のタイムアウト値を設定する。
• Eclipse を再起動する。
!

注意事項
Windows Vista または Windows 7 上で使用する場合，デスクトップ テーマを Windows クラシックにして
ください。
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この章では，電文フォーマットの作成について説明します。
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4.1

電文フォーマットとデータ変換

サービスリクエスタ，サービスアダプタ，およびサービス部品の間でやり取りされる電文とその形式（電文
フォーマット），およびデータ変換の概要について説明します。

(1)

電文の種類
サービスリクエスタからサービスアダプタを経由して，サービス部品の実行を要求するための電文を要求電
文といいます。
逆に，サービスアダプタを経由して，サービス部品の実行結果をサービスリクエスタに応答するための電文
を応答電文といいます。

(2)

電文フォーマット
サービスリクエスタ，サービスアダプタ，およびサービス部品の間でやり取りされる電文の形式を電文
フォーマットといいます。
サービスアダプタには，リクエストを受け付けるための標準的な電文フォーマットがあります。これを標準
電文といいます。また，サービス部品独自の電文のフォーマットをサービス部品電文といいます。
電文フォーマットを定義したファイルを，電文フォーマット定義ファイルといいます。
電文フォーマット定義ファイルには，扱うデータによって XML フォーマット定義ファイルとバイナリ
フォーマット定義ファイルの 2 種類があります。電文フォーマット定義ファイルの種類については，
「4.2 電文フォーマットの種類」を参照してください。

(3)

データ変換
通常は，サービスリクエスタからサービス部品の呼び出し要求があった場合は，標準電文でサービス部品を
呼び出せます。しかし，サービスリクエスタから受け付けた要求電文（電文フォーマットは標準電文）で
サービス部品を呼び出せない場合，要求電文の電文フォーマットをサービス部品の電文フォーマット（サー
ビス部品電文）に変換する必要があります。この変換をデータ変換といいます。同様に，サービス部品から
の応答電文をサービスリクエスタに返せない場合も，電文フォーマットを変換して標準電文の電文フォー
マットに変換する必要があります。
データ変換の定義方法については，「6. データ変換の定義」を参照してください。
サービスアダプタを利用する場合のサービスリクエスタとサービス部品間の電文の流れを次の図に示しま
す。
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図 4‒1

電文フォーマットの作成

サービスリクエスタとサービス部品間の電文の流れ
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4.2

電文フォーマットの種類

サービス部品の実行に利用する電文で XML 形式のデータを扱うか，バイナリ形式（XML 形式以外）のデー
タを扱うかによって，作成する電文フォーマットは異なります。

(1)

XML 形式のデータを扱う場合
XML 形式のデータを扱う場合，XML フォーマット定義ファイルを作成します。
XML フォーマット定義ファイルは，XML スキーマファイル（拡張子：.xsd）として作成します。作成する
XML フォーマット定義ファイルの内容や作成方法は，実行するサービス部品の種類によって異なります。
サービス部品ごとの XML フォーマット定義ファイルの作成方法については，「4.3 電文フォーマット
（XML フォーマット定義ファイル）の作成方法」を参照してください。

(2) バイナリ形式のデータを扱う場合
バイナリ形式（XML 形式以外）のデータを扱う場合，バイナリフォーマット定義ファイルを作成します。
バイナリフォーマット定義ファイルでは，テキスト形式，バイナリ形式，および CSV 形式のデータの構造
（固定長，セパレータなど）と，データの文字コード（シフト JIS，JIS 漢字，Unicode，KEIS，IBM 漢字，
JEF など）を定義できます。
バイナリフォーマット定義ファイルの作成方法については，
「4.4
ト定義ファイル）の作成方法」を参照してください。
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電文フォーマット（XML フォーマット定義ファイ
ル）の作成方法

サービス部品の実行に利用する電文で XML 形式のデータを利用する場合の，電文フォーマット（XML
フォーマット定義ファイル）の作成方法について，以降の項で説明します。

4.3.1

標準電文を作成する

標準電文の XML フォーマット定義ファイルは，実行するサービス部品の種類に関係なく，Eclipse が提供
する WST（Web Standard Tools）などを利用して作成します。
作成する XML フォーマット定義ファイルは，「2.6.5 XML スキーマの適用範囲」に示す条件を満たして
いる必要があります。条件の詳細については，「2.6.5 XML スキーマの適用範囲」を参照してください。
サービスアダプタおよびビジネスプロセスの定義で，利用する電文フォーマットファイルを選択したときに
エラー（メッセージ ID が KECX で始まるエラーメッセージ）が発生した場合，XML スキーマファイルに
エラーがあります。この場合，マニュアル「アプリケーションサーバ メッセージ(構築／運用／開発用)」
の「11. KECX（XML Processor が出力するメッセージ）」を参照して対処してください。

4.3.2

サービス部品電文を作成する（Web サービスの場合）

利用するサービス部品が Web サービスの場合，サービス部品電文の XML フォーマット定義ファイルを作
成する必要はありません。XML フォーマット定義ファイルは，サービスアダプタの作成時に自動的に作成
されます。
ただし，サービスアダプタを作成する前に，「2.6.1 Web サービスを利用したサービス部品の適用範囲」
に示す条件を満たしている WSDL を準備する必要があります。
注意事項：SOAP 通信基盤でユーザ定義の例外を throw する Web サービスの場合
SOAP アプリケーション開発支援機能の WSDL 生成機能で生成した WSDL の通信スタイルが rpc 形
式の場合，WSDL を修正し，対応するサービスアダプタを作成する必要があります。
生成した WSDL の通信スタイルが document 形式の場合，WSDL を修正する必要はありません。
サービスプラットフォームで fault を使用する場合，document 形式の WSDL を使用することを推奨
します。
WSDL の修正手順を次に示します。
1. xsd:element を定義します。
xsd:element 要素は，wsdl:definitions 要素の targetNamespace 属性で示されたネームスペース
と同じ targetNamespace 属性を持つ wsdl:types 要素中の xsd:schema 要素内に定義してくださ
い。
2. wsdl:portType 要素内の wsdl:operation 要素中の wsdl:fault 要素の message 属性の値から対応
する wsdl:message 要素を取得し，内部に含まれる wsdl:part 要素を確認します。
3. 手順 1.で追加した xsd:element 要素に name 属性を追加します。
値は手順 2.で取得した wsdl:part 要素の type 属性のローカル名と同じ値にします。
4. 手順 3.と同様に，type 属性を追加します。
値は手順 2.で取得した wsdl:part 要素の type 属性と同じ値にします。
5. 手順 2.で確認した wsdl:part 要素から type 属性を削除し，新たに element 属性を追加します。
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ネームスペースプリフィックスは，手順 1.で参照した wsdl:types 要素内の xsd:schema 要素を示
すプリフィックスにします。また，ローカル名は手順 3.で追加した name 属性と同じ値にします。
WSDL を修正したあとには，Web サービスそのものを再作成する必要があります。
次に示すコマンドを実行して，修正した WSDL から Web サービス用のスケルトンを再生成してくだ
さい。
WSDL2Java -s <WSDLファイル>

WSDL2Java コマンドの詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ SOAP アプリケーショ
ン開発の手引」の「4.1.4 スケルトンおよびサービスデプロイ定義を生成する」を参照してください。

4.3.3

サービス部品電文を作成する（SessionBean の場合）

利用するサービス部品が SessionBean の場合，サービス部品電文の XML フォーマット定義ファイルを作
成する必要はありません。XML フォーマット定義ファイルは，サービスアダプタの作成時に自動的に作成
されます。

4.3.4

サービス部品電文を作成する（MDB（WS-R または DB キュー）
の場合）

サービス部品電文の XML フォーマット定義ファイルは，Eclipse が提供する WST（Web Standard
Tools）などを利用して作成します。
作成する XML フォーマット定義ファイルは，「2.6.5
いる必要があります。
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電文フォーマット（バイナリフォーマット定義ファ
イル）の作成方法

サービス部品の実行に利用する電文でバイナリ形式（XML 形式以外）のデータを利用する場合，バイナリ
フォーマット定義ファイルを作成します。
バイナリフォーマット定義ファイルで使用するデータ型と文字コードの種類については，
「4.4.1
フォーマット定義ファイルのデータ型と文字コードの種類」を参照してください。

バイナリ

バイナリフォーマット定義ファイルの作成の流れを次の図に示します。
図 4‒2

バイナリフォーマット定義ファイルの作成の流れ

（1）バイナリフォーマット定義ファイルの新規作成
ウィザードを利用してバイナリフォーマット定義ファイルを新規作成します。
バイナリフォーマット定義ファイルの新規作成の方法については，「4.4.2
ファイルを新規作成する」を参照してください。

バイナリフォーマット定義

（2）要素の定義
新規作成したバイナリフォーマット定義ファイルに要素を定義します。要素の定義の方法は，利用する
バイナリデータが CSV 以外の形式の場合と，CSV 形式の場合とで異なります。
要素の定義方法については，
「4.4.3 要素を定義する（CSV 以外の形式の場合）」または「4.4.4
を定義する（CSV 形式の場合）」を参照してください。

要素

（3）バイナリフォーマット定義ファイルの検証
作成したバイナリフォーマット定義ファイルの整合性を検証します。バイナリフォーマット定義ファ
イルの要素の定義中や定義終了後など，任意のタイミングで検証できます。
バイナリフォーマット定義ファイルの検証方法については，「4.4.6
ルを検証する」を参照してください。

バイナリフォーマット定義ファイ
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（4）バイナリフォーマット定義ファイルの保存
要素を定義したバイナリフォーマット定義ファイルを保存します。バイナリフォーマット定義ファイ
ルは，サービスアダプタやビジネスプロセスと異なり，リポジトリに保存されません。定義したバイナ
リフォーマット定義ファイルの保存には，Eclipse のパッケージ・エクスプローラーを利用してくださ
い。
バイナリフォーマット定義ファイルを保存するときには，自動的に検証が行われます（この場合，検証
結果はコンソールビューに表示されません）。
（5）バイナリフォーマット定義ファイルの編集
すでに作成したバイナリフォーマット定義ファイルは，必要に応じて，定義内容を変更できます。バイ
ナリフォーマット定義ファイルの編集方法については，「4.4.5 バイナリフォーマット定義ファイルを
編集する」を参照してください。
（6）バイナリフォーマット定義ファイルの削除
不要になったバイナリフォーマット定義ファイルは，必要に応じて削除できます。バイナリフォーマッ
ト定義ファイルの削除には，Eclipse のパッケージ・エクスプローラーを利用してください。

4.4.1

バイナリフォーマット定義ファイルのデータ型と文字コードの種
類

バイナリフォーマット定義エディタでは，次に示すデータ型を使用してフォーマットを定義できます。
• 数値
• 文字列
• バイト列
• 日付時刻
各データで扱う文字コードの種類については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.3.2 単純内容要素ダイアログ」を参照してください。
次に各データ型の内容について説明します。

(1)

数値
数値型には，数値属性によって文字列型数値とバイト列型数値に分けられます。それぞれの数値型に属する
数値属性を次に示します。
●文字列型数値
• 整数
• 実数
• 固定小数部数値
バイナリ型から XML 型への変換仕様を説明します。
• 指定されたサイズの数値文字列を読み，先頭埋め字（右寄せの場合），末尾埋め字（左寄せの場合），先
頭 0 を除く有効桁と符号を，XML スキーマ decimal 型に変換する。
XML 型からバイナリ型への変換仕様を説明します。
• 数値の前の 0 と半角スペースは常に削除する。
• 埋め字と不要文字は異なる文字として扱う。
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• 不要文字は数値の前の 0 を表す。
• 全体桁数の指定が有効になるのは，不要文字を削除しない設定の場合だけである。
• サイズが固定長かつサイズより全体桁が小さい場合，左右寄せの指定によって末尾または先頭を埋め字
で埋める。
図 4‒3

全体桁，サイズ，埋め字の関係（右寄せの例）

図 4‒4

全体桁，サイズ，埋め字の関係（左寄せの例）

●バイト列型数値
• ゾーン形式数値
• パック形式数値
• 符号付 2 進整数
• 符号無 2 進整数
文字列型数値の符号は省略できます。符号の出現位置は数字列の前です。入力データに数字が 1 つも出現
しない場合は 0 と見なします。また，埋め字に 0 またはスペースを使用できます。
どの数値属性もデータ変換では 10 進数として扱います。扱える 10 進数としての最大桁（整数部と小数部
の桁数の合計）は 34 桁です。
文字列型数値を XML 変換すると，XML スキーマの decimal 型に変換されます。バイト列型数値を XML
変換すると，ゾーン形式数値とパック形式数値の場合は XML スキーマの decimal 型に変換され，符号付
2 進整数と符号無 2 進整数の場合は integer 型に変換されます。
それぞれの数値属性について説明します。
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(a)

整数
「数字」および「符号」で構成される数値属性です。この数値属性は，内部的に BigInteger クラスで処理さ
れます。
整数は最大 34 桁で小数部を持ちません。
整数の例を次に示します。
（例 1）
1234567890
（例 2）
-1234567890

(b)

実数
「数字」，「符号」および「小数点」から構成される一般的な形式の数値属性です。この数値属性は内部的に
BigDecimal クラスで処理されます。
実数は最大 34 桁で小数部を持ちます。ただし，入力データ中に数字がなく，小数点だけの場合はエラーに
なります。

実数の例を次に示します。
（例 1）
1234567890
（例 2）
-123.456
(c)

固定小数部数値
「符号」および「数字」から構成され，小数部の桁を指定すると小数点が暗黙的に設定される数値属性です。
この数値属性は内部的に BigDecimal クラスで処理されます。
固定小数部数値は最大 34 桁で，小数部は最大 33 桁です。
小数部を 4 桁に指定した場合の固定小数部数値の例を示します。
（例 1）「1234567890」の場合
123456.789
（1234567890 → 123456.7890 → 123456.789）
（例 2）「+123」の場合
0.0123
（+123 → +0.0123 → 0.0123）
（例 3）「-1230000」の場合
-123
（-1230000 → -123.0000 → -123）

(d)

ゾーン形式数値
ゾーン形式の数値属性です。小数部の桁を指定すると小数点が暗黙的に設定されます。この数値属性は内
部的に BigDecimal クラスで処理されます。
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ゾーン形式数値は最大 34 桁で，符号は項目の最終バイトのゾーン部で表します。
文字コードが JIS8 の場合，正符号は 0x3，負符号は 0x7 で表します。
文字コードが EBCDIK の場合，正符号は 0xC または 0xF，負符号は 0xD で表します。
符号の正負は変更できます。
最終バイト以外のゾーン部は各コードの正符号で表し，数値は各バイトの下位 4 ビットで表します（0x0〜
0x9）。
文字コードが JIS8 の場合のゾーン形式数値の例を示します。
（例 1）「0x31323334」（小数部の指定なし）の場合
1234
（例 2）「0x31323334」（小数部を 2 桁に指定）の場合
12.34
（例 3）「0x31323374」（小数部の指定なし）の場合
-1234
(e)

パック形式数値
パック形式の数値属性です。小数部の桁を指定すると小数点が暗黙的に設定されます。この数値属性は内
部的に BigDecimal クラスで処理されます。
パック形式数値は最大 34 桁で，桁数が偶数の場合，最上位バイトの上 4 ビットは 0 にしなければなりませ
ん。
符号は項目データの最終バイトの下位 4 ビットで表します。正符号は 0xC または 0xF，負符号は 0xD で
表し，数値は 4 ビットで表します（0x0〜0x9）。符号の正負は変更できます。なお，データ変換は正符号
として 0xC を出力します。
文字コードが JIS8 の場合のパック形式数値の例を示します。
（例 1）「0x01234F」（小数部の指定なし）の場合
1234
（例 2）「0x01234F」（小数部を 2 桁に指定）の場合
12.34
（例 3）「0x01234D」（小数部の指定なし）の場合
-1234

(f)

符号付 2 進整数
1〜8 バイトまでの符号付きの 2 進数で構成される数値属性です。この数値属性は内部的に BigInteger ク
ラスで処理されます。
エンディアンはフォーマットの情報に従います。
ビッグエンディアンの場合の符号付 2 進整数の例を示します。
（例 1）「256」の場合
0x0100
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（例 2）「-257」の場合
0xFEFF
(g)

符号無 2 進整数
1〜8 バイトまでの符号なしの 2 進数で構成される数値属性です。この数値属性は内部的に BigInteger ク
ラスで処理されます。
エンディアンはフォーマットの情報に従います。
ビッグエンディアンの場合の符号無 2 進整数の例を示します。
（例 1）「256」の場合
0x0100
（例 2）「65279」の場合
0xFEFF

(2)

文字列
バイナリ型から XML 型への変換仕様を説明します。
• 指定されたサイズの文字列を，XML スキーマ string 型として文字列に変換する。
• 埋め字にスペースが指定されていて，かつ不要文字を削除しない設定の場合，スペースの付いた入力文
字列が抽出される。
• 埋め字にスペースが指定されていて，かつ不要文字を削除する設定の場合，左右寄せの反対側のスペー
スを削除する。
• 埋め字に空文字（0x00）が指定されている場合，次の仕様で変換する。
• 空文字（0x00）までをデータとする設定の場合，文字列の先頭から空文字の直前の文字までをユー
ザデータとして，XML の文字列に変換する。
• 空文字（0x00）までをデータとしない設定で，かつ不要文字を削除する設定の場合，左右寄せの反
対側の空文字を削除する。
• 空文字（0x00）までをデータとしない設定で，かつ不要文字を削除しない設定の場合，空文字の付
いた入力文字列が抽出される。
• XML で使用できない文字（使用不可文字）を代替文字で置き換えるように設定した場合，XML 上の使
用不可文字を通常の文字として扱う。
XML 型からバイナリ型への変換仕様を説明します。
• XML データを指定された文字コードで変換する。
• 固定長の場合，指定されたサイズより変換後サイズが小さい場合に埋め字で埋める。
• XML データがすべて半角スペースの場合，半角スペース 1 つが入力されたものとする。
• 埋め字に空文字（0x00）が指定されて，かつ空文字（0x00）までをデータとする設定の場合，入力文
字列の末尾を空文字で埋める。
• 不要文字を削除する設定の場合，入力文字列の末尾の半角スペースを削除する。
• 不要文字を削除しない設定の場合，入力文字列から半角スペースや空文字を削除しない。
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バイト列
バイト列型は，プラットフォーム間でビットパターンが保存されるバイト列そのものです。バイト列を
XML 変換すると，XML スキーマの hexBinary 型または base64Binary 型に変換されます。
hexBinary 型では，8 ビット（1 バイト）のバイナリデータの場合，16 進数 2 桁の文字に変換します。例
えば，300 バイトの元データを hexBinary 型で表現するには，300 バイト×2 文字（600 文字）が必要に
なります。
base64Binary 型では，6 ビット（6/8 バイト）のバイナリデータの場合，Base64 エンコードされた 1 桁
の文字に変換します。例えば，300 バイトの元データを base64Binary 型で表現するには，300×8/6 文字

（400 文字）が必要になります。

(4)

ビット列
ビット列とは，2 進数で表されるビットが並んだものです。ビット列型とは，2 進数のデータを 1 桁単位で
扱うことのできるデータ型です。ビット列型はビッグエンディアンで処理されます。
図 4‒5

ビット列およびビット列型のイメージ

バイナリ型から XML 型には，次のとおり変換します。
• 指定されたビットサイズ分，入力バイナリの先頭から読み，8 ビット単位で XML スキーマの hexBinary
形式に変換します。
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• すべての要素の読み込みが完了したあとに 1 バイト未満のデータが残っていた場合，残ったデータを桁
合わせビットと見なし，切り捨てます。1 バイト以上のデータが残っていた場合はエラーになります。
XML 型からバイナリ型には，次のとおり変換します。
• hexBinary 形式のデータを下位ビットから指定ビットサイズ分をバイナリデータに変換します。
• XML データが変換先ビット数より大きい場合，変換先ビット数から上位ビットを切り捨て，エラーに
しません。
• XML データが変換先ビット数より小さい場合，変換先ビット数までのビットを 0 で補完します。
• 指定されたビットサイズ分の XML データが 16 進文字列でない場合はエラーになります。

(5)

日付時刻
日付時刻型は，年，月，日，時，分，秒のパートの組み合わせで構成する型です。個々のパートは数値を指
定でき，秒を表すパートは小数部を持つことができます。
日付時刻型を XML 型からバイナリ型の固定長要素に変換する場合，入力 XML の変換後のサイズが固定長
要素のサイズより小さいときに，要素データを左右どちら側に寄せて表現するか（左右寄せ）を指定できま
す。
日付時刻型を指定する場合，次の制限事項があります。
• 2 バイト文字コードは使用できません。
• 小数点として認識する文字は「.」だけです。
日付時刻型のパートを次の表に示します。
表 4‒1

日付時刻型のパート

パート

意味

指定する桁数

CCYY

西暦年（0〜9999）

1〜4 桁

YY

年（西暦年下 2 桁）

最大 2 桁

MM

月（1〜12）

最大 2 桁

DD

日（1〜31）

最大 2 桁

hh

時（0〜23）

最大 2 桁

mm

分（0〜59）

最大 2 桁

ss

秒（0〜59，小数部可）

整数部最大 2 桁，小数部最大 3 桁

パートの組み合わせによって，日付時刻型は 3 つのデータ型（日付型，時刻型，および日付時刻型）を表
現することができます。
データ型とパートの組み合わせを次の表に示します。
表 4‒2
データ型
日付型
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CCYYMMDD

意味
西暦年/月/日
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意味

日付型

YYMMDD※

西暦年下 2 桁/月/日

時刻型

hhmmss

時/分/秒

日付時刻型

CCYYMMDDhhmmss

西暦年/月/日/時/分/秒

YYMMDDhhmmss

西暦年下 2 桁/月/日/時/分/秒

注※
日付型の「YYMMDD」形式の場合，指定できる範囲は西暦年換算で 1951 年〜2050 年になります。

日付型，時刻型，および日付時刻型を XML 変換すると，それぞれ次のように変換されます
• 日付型は，XML スキーマの date 型に変換されます。
• 時刻型は，XML スキーマの time 型に変換されます。
• 日付時刻型は，XML スキーマの dateTime 型に変換されます。
日付時刻型の例を次に示します。
（例 1）「2001 年 1 月 24 日」の場合
20010124
（例 2）「1999 年 12 月 31 日 1 時 30 分 59 秒」の場合
991231013059

4.4.2

バイナリフォーマット定義ファイルを新規作成する

バイナリフォーマット定義ファイルを新規作成する方法を次に示します。
なお，バイナリフォーマット定義ファイルを作成する前には，プロジェクトを作成しておく必要がありま
す。
1. Eclipse のメニューから，［ファイル］−［新規］−［その他］を選択します。
ウィザードを選択するダイアログが表示されます。
2.［HCSCTE フォーマット定義］の［バイナリフォーマット定義ファイル］を選択して，
［次へ］ボタンを
クリックします。
［新規バイナリフォーマット定義ファイル］ウィザードが表示されます。
3.［親フォルダーを入力または選択］で，バイナリフォーマット定義ファイルを保存するフォルダを入力
または選択します。
4. 保存するバイナリフォーマット定義ファイルのフォーマット名を［フォーマット名］に指定します。
フォーマット名を指定すると，指定したフォーマット名に拡張子「.fdx」を付けた名称が［ファイル名］
に自動設定されます。
5. 利用するバイナリデータが CSV 形式の場合，［CSV 形式］チェックボックスをチェックします。
なお，CSV 形式のデータとして扱えるのは，次の区切り文字を使用しているデータです。
• 中間区切り文字：コンマ（,）
• 終了文字：改行
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要素の値に中間区切り文字と同じ文字を含む場合は，その要素全体をダブルクォーテーション（"）で囲
みます。なお，要素内でダブルクォーテーションを値として使用する場合，ダブルクォーテーションを
2 つ続けてエスケープしてください。
なお，開始文字を利用している場合は，CSV 形式のデータとして扱えないので注意してください。
6.［終了］ボタンをクリックします。
新しいバイナリフォーマット定義ファイルが作成され，バイナリフォーマット定義画面が表示されま
す。バイナリフォーマット定義画面で，続けて要素を定義できます。
!

注意事項
バイナリフォーマット定義ファイルは，サービスアダプタやビジネスプロセスと異なり，リポジトリに保存され
ません。定義したバイナリフォーマット定義ファイルの保存や削除などのファイル管理は，Eclipse のパッケー
ジ・エクスプローラーを利用してください。

4.4.3

要素を定義する（CSV 以外の形式の場合）

バイナリフォーマット定義ファイルの内容はバイナリフォーマット定義画面で定義します。バイナリ

フォーマット定義画面は，Eclipse のパッケージ・エクスプローラーに表示されるバイナリフォーマット定
義ファイルをダブルクリックすると表示されます。

バイナリフォーマット定義画面については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.2.1 バイナリフォーマット定義画面」を参照してください。
参考
バイナリフォーマット定義画面では，複数のバイナリフォーマット定義ファイルを開いて編集できます。ただ
し，複数のバイナリフォーマット定義ファイルの間で，定義情報をコピーして貼り付けることはできません。

バイナリフォーマット定義画面では，要素の定義として次の作業を行います。
• フォーマット情報の設定
• グローバル定義の単純内容要素の設定
• 複合内容要素の設定
• 構成要素の設定
• 構成要素の選択条件の設定
• ルート要素の設定
• セパレータの設定
定義の方法を次に示します。

(1)

フォーマット情報を設定する
バイナリフォーマット定義ファイルのフォーマット情報として，バイナリデータで使用されている文字コー
ドや，バイナリデータに含まれる 2 進整数のエンディアンを設定します。
フォーマット情報の設定方法を次に示します。
1. バイナリフォーマット定義エディタに表示されているフォーマット名を選択して右クリックし，
［設定］
を選択します。
［フォーマット］ダイアログが表示されます。
2.［フォーマット］ダイアログに必要な情報を入力します。
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［フォーマット］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リ
ファレンス」の「1.3.1 フォーマットダイアログ」を参照してください。
3.［OK］ボタンをクリックします。
［フォーマット］ダイアログに入力した情報が設定されます。

(2)

グローバル定義の単純内容要素を設定する
単純内容要素とは，使用するバイナリデータの形式を XML スキーマで表現したときに，単純型の要素
（xsd:simpleType 要素）であり，かつグローバル定義の要素として表現できるものです。バイナリフォー
マット定義ファイルをデータ変換定義画面で表示した場合，単純内容要素は，単純内容のノードとして表示
されます。
単純内容要素の設定では，要素のデータ種別やサイズを設定します。
単純内容要素の設定方法を次に示します。
1. バイナリフォーマット定義エディタに表示されているフォーマット名を選択して右クリックし，［単純
内容要素の追加］を選択します。
［単純内容要素］ダイアログが表示されます。
2.［単純内容要素］ダイアログに必要な情報を入力します。
［単純内容要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リ
ファレンス」の「1.3.2 単純内容要素ダイアログ」を参照してください。
3.［OK］ボタンをクリックします。
［単純内容要素］ダイアログに入力した情報で単純内容要素が設定されます。また，設定された単純内
容要素がバイナリフォーマット定義エディタに表示されます。

(3) 複合内容要素を設定する
複合内容要素とは，使用するバイナリデータの形式を XML スキーマで表現したときに，複合型の要素
（xsd:complexType 要素）であり，かつグローバル定義の要素として表現できるものです。バイナリフォー
マット定義ファイルをデータ変換定義画面で表示した場合，複合内容のノードとして表示されます。
複合内容要素の設定では，複合内容要素を構成する要素の構成区分などを設定します。構成区分には，複合
内容要素を構成する要素が逐次構成（xsd:sequence 要素）か，選択構成（xsd:choice 要素）かを設定し
ます。
複合内容要素の設定方法を次に示します。
1. バイナリフォーマット定義エディタに表示されているフォーマット名を選択して右クリックし，［複合
内容要素の追加］を選択します。
［複合内容要素］ダイアログが表示されます。
2.［複合内容要素］ダイアログに必要な情報を入力します。
［複合内容要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リ
ファレンス」の「1.3.3 複合内容要素ダイアログ」を参照してください。
構成区分として［選択構成］を選択した場合
構成区分として［選択構成］を選択した場合，次のどちらかの方法で構成要素に選択条件を設定す
る必要があります。
・［選択条件ノード］を指定し，選択条件の判定値を含むノードを選択する
・［構成要素の開始セパレータ］を指定する
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選択条件を設定する方法については，「(5)

構成要素の選択条件を設定する」を参照してください。

なお，構成要素に選択条件を設定する前に，複合内容要素を構成する要素を設定する必要がありま
す。必ず次の手順 3.を行ってから，「(4) 構成要素を設定する」に示す手順に従って構成要素を設
定し，そのあとで選択条件を設定してください。
複合内容要素の構成要素である単純内容要素がセパレータデータの場合
複合内容要素の構成要素である単純内容要素が，要素ごとに区切り文字（セパレータ）で区切られ
たデータ（セパレータデータ）の場合，複合内容要素にセパレータを設定します。
セパレータの設定方法については，「(7)

セパレータを設定する」を参照してください。

3.［OK］ボタンをクリックします。
［複合内容要素］ダイアログに入力した情報で複合内容要素が設定されます。また，設定された複合内
容要素がバイナリフォーマット定義エディタに表示されます。
参考
バイナリフォーマット定義ファイルの要素の定義時に，最初に設定した複合内容要素は，ルート要素になりま
す。ルート要素を変更する場合には，「(6) ルート要素を設定する」を参照してください。

(4)

構成要素を設定する
構成要素とは，複合内容要素を構成する要素です。構成要素を設定する方法には次の 2 つの方法がありま
す。
• グローバル定義の要素を構成要素に設定する
• ローカル定義の単純内容要素を設定する
それぞれの方法での構成要素の設定について次に示します。

(a)

グローバル定義の要素を構成要素に設定する
すでに設定されているグローバルな要素（単純内容要素および複合内容要素）を，複合内容要素の構成要素
に設定します。
設定方法を次に示します。
1. バイナリフォーマット定義エディタに表示されている複合内容要素を選択して右クリックし，［構成要
素の追加］を選択します。
［要素選択］ダイアログが表示されます。
［要素選択］ダイアログには，複合内容要素の構成要素として
選択できるグローバル定義の要素がすべて表示されます。
［要素選択］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.3.7 要素選択ダイアログ」を参照してください。
2.［要素選択］ダイアログの要素一覧で構成要素として設定する要素を選択します。
3.［OK］ボタンをクリックします。
複合要素内に構成要素が追加されて［構成要素］ダイアログが閉じます。
4. 追加された構成要素を右クリックして，［設定］を選択します。
［構成要素］ダイアログが表示されます。
5.［構成要素］ダイアログに必要な情報を入力します。
［構成要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.3.4 構成要素ダイアログ」を参照してください。
6.［OK］ボタンをクリックします。
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［構成要素］ダイアログに入力した情報で，グローバル定義の要素が複合内容要素の構成要素として設
定されます。設定した構成要素は，バイナリフォーマット定義エディタ上の複合内容要素の下位要素と
して表示されます。
(b) ローカル定義の単純内容要素を構成要素として設定する
ローカル定義の単純内容要素を複合内容要素の構成要素として設定します。
設定方法を次に示します。
1. バイナリフォーマット定義エディタに表示されている複合内容要素を選択して右クリックし，［ローカ
ル単純内容要素の追加］を選択します。
［単純内容要素］ダイアログが表示されます。
2.［単純内容要素］タブを選択し，必要な情報を入力します。
［単純内容要素］ダイアログの［単純内容要素］タブの表示・入力内容については，マニュアル「サー
ビスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.2 単純内容要素ダイアログ」を参照してください。
3.［構成要素］タブを選択し，必要な情報を入力します。
［構成要素］タブでは，構成要素の出現回数およびサイズを設定します。
［単純内容要素］ダイアログの［単純内容要素］タブの表示・入力内容については，マニュアル「サー
ビスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.2

単純内容要素ダイアログ」を参照してください。

なお，出現回数およびサイズは，ほかの要素に依存させることができます。この場合，［ノード選択］
ボタンをクリックして表示される［ノード選択］ダイアログで，依存させるノードを選択できます。
［ノード選択］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.3.6 ノード選択ダイアログ（バイナリフォーマット定義）」を参照してください。
［ノード選択］ダイアログで［OK］ボタンをクリックすると，設定した値が［単純内容要素］ダイアロ
グの［構成要素］タブに反映されます。
4.［OK］ボタンをクリックします。
［単純内容要素］ダイアログに入力した情報で，ローカル定義の単純内容要素が複合内容要素の構成要
素として設定されます。設定した構成要素は，バイナリフォーマット定義エディタ上の複合内容要素の
下位要素として表示されます。

(5) 構成要素の選択条件を設定する
複合内容要素を設定する際，構成区分として［選択構成］を選択した場合，構成要素に選択条件を設定する
必要があります。選択条件を設定すると，複合内容要素に含まれる複数の構成要素のうち，どの要素を利用
するかを別の要素の値から判定できます。
選択条件を設定する方法には，次の 2 つの方法があります。
• ［選択条件ノード］を選択して，選択条件を設定する
選択条件ノードで選択したノードに設定した条件値から，利用する構成要素を決定します。
• ［構成要素の開始セパレータ］を選択して，選択条件を設定する
構成要素に設定した開始セパレータから，利用する構成要素を決定します。
それぞれの方法での選択条件の設定について次に示します。
(a)

選択条件ノードを選択して選択条件を設定する
選択条件ノードを選択して選択条件を設定する方法を次に示します。
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1. 選択条件を設定する構成要素を含む複合内容要素をバイナリフォーマット定義エディタ上で選択して
右クリックし，［設定］を選択します。
［複合内容要素］ダイアログが表示されます。
2.［構成区分］で［選択構成］を選択します。
3.［選択種別］で［選択条件ノード］を選択し，［ノード選択］ボタンをクリックします。
［ノード選択］ダイアログが表示されます。
［ノード選択］ダイアログでは，選択条件ノードを選択しま
す。
［ノード選択］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.3.6 ノード選択ダイアログ（バイナリフォーマット定義）」を参照してください。
［ノード選択］ダイアログで［OK］ボタンをクリックすると，設定した値が［複合内容要素］ダイアロ
グの［選択条件ノード］に反映されます。
4.［構成要素一覧］から条件を設定する要素を選択し，［条件値設定］ボタンをクリックします。
［条件値設定］ダイアログが表示されます。［条件値設定］ダイアログでは，条件値を入力します。
［条件値設定］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.3.5 条件値設定ダイアログ」を参照してください。
［条件値設定］ダイアログで［OK］ボタンをクリックすると，設定した値が［複合内容要素］ダイアロ
グの［選択条件値］に反映されます。ほかの構成要素にも選択条件を設定する場合，手順 3.と手順 4.を
繰り返します。

なお，選択条件が設定されていない構成要素は，ほかの構成要素に設定されているどの選択条件にも当
てはまらない場合に出現する構成要素になります。このような構成要素は，構成要素の中で 1 つだけ設
定できます。
5.［OK ボタン］をクリックします。
［複合内容要素］ダイアログに入力した情報で，選択条件が設定されます。
(b)

構成要素の開始セパレータを選択して選択条件を設定する
構成要素の開始セパレータを選択して選択条件を設定する方法を次に示します。
1. 選択条件を設定する構成要素を含む複合内容要素をバイナリフォーマット定義エディタ上で選択して
右クリックし，［設定］を選択します。
［複合内容要素］ダイアログが表示されます。
2.［構成区分］で［選択構成］を選択します。
3.［選択種別］で［構成要素の開始セパレータ］を選択します。
［構成要素一覧］に，構成要素および構成要素に設定した開始セパレータが表示されます。
4.［OK ボタン］をクリックします。
［複合内容要素］ダイアログに入力した情報で，選択条件が設定されます。なお，構成要素（複合内容
要素）に開始セパレータを設定していない場合は，バイナリフォーマット定義ファイル検証時にエラー
になります。

(6)

ルート要素を設定する
使用するバイナリデータを XML スキーマで表現したときに，ルート要素として扱う複合内容要素を設定し
ます。
バイナリフォーマット定義ファイルの要素の定義時には，最初に設定した複合内容要素がルート要素になっ
ています。ほかの複合内容要素をルート要素にするには，バイナリフォーマット定義エディタに表示されて
いる複合内容要素を選択して右クリックし，［ルート要素に設定］を選択します。
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［ルート要素に設定］を選択すると，バイナリフォーマット定義エディタ上で選択した複合内容要素がルー
ト要素になります。バイナリフォーマット定義エディタ上では，ルート要素として扱う複合内容要素にルー
ト要素のアイコンが表示されます。
なお，ある複合内容要素がすでにルート要素として設定されている場合，ほかの複合内容要素をルート要素
として設定すると，ルート要素が変更されます。アウトラインビューの表示も，新しいルート要素からの表
示に切り替わります。

(7)

セパレータを設定する
複合内容要素の構成要素として設定されている単純内容要素が，要素ごとに区切り文字（セパレータ）で区
切られたデータ（セパレータデータ）の場合，複合内容要素にセパレータを設定します。
セパレータを設定する方法を次に示します。
1. 複合内容要素を選択して右クリックし，［設定］を選択します。
［複合内容要素］ダイアログが表示されます。
2.［セパレータ］タブを選択します。
［複合内容要素］ダイアログの［セパレータ］タブの内容が表示されます。
3. 使用するセパレータ形式をドロップダウンリストから選択します。
なお，セパレータ形式に CSV を選択した場合，開始セパレータおよび中間区切りセパレータは自動で
設定されます。
4. 使用するセパレータの［使用する］チェックボックスをチェックし，
［選択］ボタンをクリックします。
［セパレータ選択］ダイアログが表示されます。
［セパレータ選択］ダイアログの表示・入力内容につい
ては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.8 セパレータ選択ダイアログ」
を参照してください。
5. 使用するセパレータを一覧から選択し，［OK］ボタンをクリックします。
［複合内容要素］ダイアログのセパレータタブに選択したセパレータの情報が表示されます。
なお，
［セパレータ選択］ダイアログに，使用するセパレータがない場合，
［セパレータ選択］ダイアロ
グの［追加］ボタンをクリックします。表示される［セパレータ追加/変更］ダイアログでセパレータ
を追加/変更できます。
［セパレータ追加/変更］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォー
ム リファレンス」の「1.3.9 セパレータ追加/変更ダイアログ」を参照してください。
6. 必要に応じて，手順 3.と手順 4.を繰り返します。
7.［OK］ボタンをクリックします。
［複合内容要素］ダイアログの［セパレータ］タブに入力した情報で，セパレータが設定されます。

4.4.4

要素を定義する（CSV 形式の場合）

CSV 形式の場合，バイナリフォーマット定義ファイルの内容は，バイナリフォーマット定義画面で定義し
ます。バイナリフォーマット定義画面は，Eclipse のパッケージ・エクスプローラーに表示されるバイナリ
フォーマット定義ファイルをダブルクリックすると表示されます。
バイナリフォーマット定義画面については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.2.1 バイナリフォーマット定義画面」を参照してください。
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参考
バイナリフォーマット定義画面では，複数のバイナリフォーマット定義ファイルを開いて編集できます。ただ
し，複数のバイナリフォーマット定義ファイルの間で，定義情報をコピーして貼り付けることはできません。

CSV 形式の場合，バイナリフォーマット定義ファイルを新規作成して，バイナリフォーマット定義画面を
表示すると，ルート要素，ヘッダ要素，およびレコード要素が配置された状態で表示されます。
図 4‒6

CSV 形式のデータを利用する場合のバイナリフォーマット定義画面の初期表示

ルート要素，ヘッダ要素，およびレコード要素はすべて複合内容要素です。ヘッダ要素およびレコード要素
はルート要素の構成要素として設定されています。ヘッダ要素およびレコード要素には，ローカル定義の単
純内容要素を構成要素として設定します。
バイナリフォーマット定義画面では次の作業を行います。
• フォーマット情報の設定
• ヘッダ要素およびレコード要素の出現回数の設定
• ヘッダ要素およびレコード要素の構成要素の設定
• ルート要素の設定
ポイント
CSV 形式のデータを利用する場合，バイナリフォーマット定義画面に初期表示されるルート要素，ヘッダ要素，
およびレコード要素の構成は，変更できません。

定義の方法を次に示します。

(1)

フォーマット情報を設定する
バイナリフォーマット定義ファイルのフォーマット情報として，バイナリデータで使用されている文字コー
ドや改行を指定します。
設定の方法は，CSV 以外の形式のバイナリデータを利用する場合と同じです。フォーマット情報の設定方
法については，「4.4.3(1) フォーマット情報を設定する」を参照してください。

(2) ヘッダ要素およびレコード要素の出現回数を設定する
ヘッダ要素およびレコード要素の出現回数の設定方法を次に示します。
1. ルート要素の構成要素として表示されているヘッダ要素またはレコード要素を選択して右クリックし，
［設定］を選択します。
［構成要素］ダイアログが表示されます。
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2.［構成要素］ダイアログで出現回数を入力します。
なお，ヘッダ要素の出現回数は，CSV データにヘッダがない場合は「0」を，ヘッダがある場合は「1」
を設定します。
［構成要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.3.4 構成要素ダイアログ」を参照してください。
3.［OK］ボタンをクリックします。
［構成要素］ダイアログに入力した出現回数が設定されます。

(3)

ヘッダ要素およびレコード要素の構成要素を設定する
バイナリフォーマット定義エディタに，ルート要素の構成要素として表示されているヘッダ要素およびレ
コード要素の構成要素の設定方法を次に示します。
1. ルート要素の構成要素として表示されているヘッダ要素またはレコード要素を選択して右クリックし，
［ローカル単純内容要素の追加］を選択します。
［単純内容要素］ダイアログが表示されます。
2.［単純内容要素］ダイアログに必要な情報を入力します。
［単純内容要素］ダイアログの表示・入力内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リ
ファレンス」の「1.3.2

単純内容要素ダイアログ」を参照してください。

3.［OK］ボタンをクリックします。
［単純内容要素］ダイアログに入力した情報が設定されます。

(4)

ルート要素を設定する
CSV データを利用する場合，バイナリフォーマット定義画面に初期表示されたルート要素以外の要素を，
ルート要素に設定することはできません。ただし，ルート要素の名称だけ変更できます。
ルート要素の名称の変更方法を次に示します。
1. ルート要素を選択して右クリックし，［設定］を選択します。
［複合内容要素］ダイアログが表示されます。
2.［名称］を入力します。
3.［OK］ボタンをクリックします。
入力した名称が設定されます。

4.4.5

バイナリフォーマット定義ファイルを編集する

すでに作成，保存されているバイナリフォーマット定義ファイルの内容を変更できます。
バイナリフォーマット定義ファイルの内容を変更するには，Eclipse のパッケージ・エクスプローラーで編
集するバイナリフォーマット定義ファイルをダブルクリックします。表示されるバイナリフォーマット定
義画面で内容を変更します。
バイナリフォーマット定義画面で設定できる内容については，「4.4.3 要素を定義する（CSV 以外の形式
の場合）」，または「4.4.4 要素を定義する（CSV 形式の場合）」を参照してください。
なお，作成済みのバイナリフォーマット定義ファイルをコピーして内容を変更し，別のバイナリフォーマッ
ト定義ファイルを作成することもできます。ただし，作成済みのバイナリフォーマット定義ファイルの定義
内容の一部をコピーして流用することはできません。
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4.4.6

バイナリフォーマット定義ファイルを検証する

必要な情報が設定されていなかったり，設定の内容や関係が正しくなかったりする場合，バイナリフォー
マット定義ファイルを利用したデータ変換定義の作成や，データ変換が正しく行われません。
そのため，作成したバイナリフォーマット定義ファイルは，設定の内容が妥当かどうか検証します。検証
は，任意のタイミングで実施できます。また，各要素を設定するダイアログでの入力時には，入力された値
が自動的に検証されます。

(1)

検証内容
バイナリフォーマット定義ファイルの各要素の設定内容が検証できます。
検証内容とエラーまたは警告発生時の対処，およびどの検証内容がどの検証方法の場合に実施されるかにつ
いて，次の表に示します。
表 4‒3

検証の対象

バイナリフォーマット定義ファイルの検証内容とエラーまたは警告発生時の対処
検証内容

エラーまたは警告発生時の対処

検証方法
自動

任意

全体

名称が NCName 型か。

フォーマット名称および要素の名称を
NCName 型で指定します。

○

−

フォーマット

逐次構成の複合内容要素が設定されている
か。

逐次構成の複合内容要素を設定します。

−

○

ルート要素が設定されているか。

バイナリフォーマット定義内の複合内容
要素をルート要素として設定します。

−

○

コード変換ライブラリが使用できるか（クラ
スをロードできるか）。

コード変換の jar ファイルを正しく設定
したあと，Eclipse を再起動します。

−

○

文字コードに KEIS，IBM_CODE，JEF を選
択している場合に，セパレータを定義してい
る複合内容要素がないか。

フォーマットの文字コードを KEIS，
IBM_CODE，JEF 以外にするか，または
複合内容のセパレータの指定を解除しま
す。

○

−

文字コードに KEIS，IBM_CODE，JEF を選
択している場合に，データ種別に文字列以外
を設定している単純内容要素がないか。

フォーマットの文字コードを KEIS，
IBM_CODE，JEF 以外にするか，または
単純内容のデータ種別に文字列を指定し
ます。

○

−

パック形式数値およびゾーン形式数値のビッ
ト値（16 進数）の値が 16 進数で設定されて
いるか，または未設定でないか。

該当する符号ビットまたは文字を 16 進
数で設定します。

○

−

ゾーン形式数値の符号文字（16 進数）の値が
16 進数で設定されているか，または未設定で
ないか。

該当する符号ビットまたは文字を 16 進
数で設定します。

○

−

エスケープ文字がラテン文字または半角ス
ペースの 1 文字か。

ラテン文字の範囲（0x21〜0x7E）でエス
ケープ文字を設定します。

○

−

エスケープ文字とセパレータ値に同一の文字

エスケープ文字とセパレータ値に重複し
ない文字を指定します。

○

−

が指定されていないか。※
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単純内容要素

検証内容
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エラーまたは警告発生時の対処

検証方法
自動

任意

同じ名称の要素が同じ階層にないか。

同じ階層でユニークな名称を指定しま
す。

○

−

グローバル定義の単純内容要素は，複合内容
要素の構成要素に設定されているか。

該当する単純内容要素を複合内容要素の
構成要素に設定します。

○

−

サイズが固定の場合，指定したサイズの値は
次の式を満たすか。

サイズを 1〜2,147,483,647 の範囲で設
定します。

○

−

文字コードに UTF-16（BE/LE）以外を

○

○

フォーマットの文字コード，または個別
文字コードを KEIS，IBM_CODE，JEF
以外にするか，該当する単純内容のサイ
ズに 2 以上の値を指定します。

○

○

単純内容に対するセパレータの指定を解
除するか，個別文字コードの指定を解除
します。

○

○

0020〜D7DE，E000〜FFDC の 16 進数
を指定します。

○

−

左右寄せを「左」以外にするか，埋め字
に「0」以外を指定します。

○

−

全体桁数に符号の桁数よりも大きな値を
指定します。

○

−

サイズに符号のバイトサイズよりも大き
な値を指定します。

○

○

サイズに全体桁数のバイトサイズ以上の
値を指定します。

○

○

0＜サイズ≦2,147,483,647
次の条件をすべて満たす場合，指定したサイ
ズの値が偶数か。

• データ種別が文字列，整数，実数，固定小
数部数値，または日付時刻

指定するか，該当する単純内容要素のサ
イズに偶数を指定します。

• サイズが固定
• 文字コードが UTF-16（BE/LE）
次の条件をすべて満たす場合，バイトサイズ
が 2 以上か。
• データ種別が文字列
• サイズが固定
• 文字コードが KEIS，IBM_CODE，JEF
次の条件をすべて満たす場合，祖先にセパ
レータが設定されていないか。
• サイズが固定
• 個別文字コードが設定されている
次の条件をすべて満たす場合，0020〜
D7DE，E000〜FFDC（大文字・小文字は区
別しない）の値が設定されているか。
• データ種別が文字列
• 「代替文字に置換」を指定している
次の条件をすべて満たす場合，埋め字が「0」
以外か。
• データ種別が整数，実数，または固定小数
部数値
• 左右寄せで「左」を指定している
サイズが固定の場合，指定した整数は次の式
を満たすか。
全体桁数＞符号の桁数
サイズが固定で全体桁数の指定がない場合，
指定した整数は次の式を満たすか。
サイズ＞符号サイズ
サイズが固定で全体桁数の指定がある場合，
指定した整数は次の式を満たすか。
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検証の対象
単純内容要素

検証内容

エラーまたは警告発生時の対処

検証方法
自動

任意

サイズ≧符号サイズ＋整数部サイズ

サイズに全体桁数のバイトサイズ以上の
値を指定します。

○

○

次の条件をすべて満たす場合，文字コードが
KEIS，IBM_CODE，JEF 以外か。

フォーマットの文字コードを KEIS，
IBM_CODE，JEF 以外にするか，データ
種別を文字列に指定します。

○

−

該当する桁数を，設定可能範囲内の数値
で設定します。

○

−

全体桁数に符号と小数点と小数部を合わ
せた桁数以上の値を指定します。

○

−

全体桁数に小数部桁数以上の値を指定し
ます。

○

−

サイズに符号のバイトサイズよりも大き
な値を指定します。

○

○

サイズに符号と小数点と小数部を合わせ
たバイトサイズ以上の値を指定します。

○

○

サイズに全体桁数のバイトサイズ以上の
値を指定します。

○

○

全体桁数に符号と小数部を合わせた桁数
以上の値を指定します。

○

−

サイズに符号と小数部桁数を合わせたバ
イトサイズ以上の値を指定します。

○

○

• データ種別が整数，実数，固定小数部数
値，ゾーン形式数値，パック形式数値，符
号付 2 進整数，符号無 2 進整数，バイト
列，ビット列，または日付時刻
指定した整数，実数，または固定小数部数値
は次の式を満たすか。
1≦全体桁数≦34
サイズが固定の場合，指定した実数は次の式
を満たすか。
全体桁数≧符号の桁数＋小数点の桁数＋小数
部桁数
かつ
全体桁数＞符号の桁数
サイズが可変の場合，指定した実数または固
定小数部数値は次の式を満たすか。
全体桁数≧小数部桁数
サイズが固定で全体桁数と小数部桁数の指定
がない場合，指定した実数は次の式を満たす
か。
サイズ＞符号サイズ
サイズが固定で，全体桁数の指定がなく小数
部桁数の指定がある場合，指定した実数は次
の式を満たすか。
サイズ≧符号サイズ＋小数点サイズ＋小数部
サイズ
かつ
サイズ＞符号サイズ
サイズが固定で全体桁数の指定がある場合，
指定した実数は次の式を満たすか。
サイズ≧符号サイズ＋整数部サイズ＋小数点
サイズ＋小数部サイズ
サイズが固定の場合，指定した固定小数部数
値は次の式を満たすか。
全体桁数≧符号の桁数＋小数部桁数
かつ
全体桁数＞符号の桁数
サイズが固定で全体桁数の指定がない場合，
指定した固定小数部数値は次の式を満たす
か。
サイズ≧符号サイズ＋小数部サイズ
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単純内容要素

検証内容

電文フォーマットの作成

エラーまたは警告発生時の対処

検証方法
自動

任意

サイズに符号と小数部桁数を合わせたバ
イトサイズ以上の値を指定します。

○

○

サイズに全体桁数のバイトサイズ以上の
値を指定します。

○

○

小数部桁数を 0〜33 で設定します。

○

−

○

○

サイズに小数部桁数のバイト数以上の値
を指定します。

○

○

該当する桁数を，設定できる範囲内の数
値で設定します。

○

−

サイズを 1〜64 の範囲で設定します。

○

−

データ種別がビット列の場合，セパレータを
定義している複合内容要素がバイナリフォー
マット定義に存在しないか。

データ種別にビット列以外を指定する
か，セパレータの指定を解除します。

○

−

データ種別が日付時刻で，秒小数部桁数が指
定されている場合，指定した小数部桁数は次
の式を満たすか。

秒小数部桁数を 0〜3 で設定します。

○

−

サイズに日付時刻形式のバイト数以上の
値を設定します。

○

○

サイズに小数部桁数のバイト数以上の値
を指定します。

○

○

かつ
サイズ＞符号サイズ
サイズが固定で全体桁数の指定がある場合，
指定した固定小数部数値は次の式を満たす
か。
サイズ≧符号サイズ＋整数部サイズ＋小数部
サイズ
データ種別が実数，固定小数部数値，ゾーン
形式数値，またはパック形式数値の場合，指
定した小数部桁数は次の式を満たすか。
0≦小数部桁数≦33
次の単純内容要素の祖先にセパレータを設定
している場合，
「セパレータ形式」が「ユーザ
指定」になっているか。

ゾーン形式数値，パック形式数値，符号
付 2 進整数，符号無 2 進整数，またはバ
イト列以外のデータ種別を指定します。
• データ種別がゾーン形式数値，パック形式 または，単純内容に対するセパレータ形
数値，符号付 2 進整数，符号無 2 進整数， 式の指定をユーザ指定にします。
またはバイト列

次の条件をすべて満たす場合，
「小数部桁数≦
指定のサイズから求めた最大小数部桁数」に
なっているか。
• データ種別がパック形式数値
• サイズが固定
データ種別が符号付 2 進整数または符号無 2
進整数の場合，指定したサイズは次の式を満
たすか。
1≦サイズ≦8
データ種別がビット列の場合，指定したサイ
ズは次の式を満たすか。
1≦サイズ≦64

0≦秒小数部桁数≦3
データ種別が日付時刻で，サイズが固定の場
合，指定したサイズは次の式を満たすか。
サイズ≧形式サイズ＋小数点サイズ＋秒小数
部桁数
次の条件をすべて満たす場合，
「小数部桁数≦
指定のサイズから求めた最大小数部桁数」に
なっているか。
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検証の対象
単純内容要素

検証内容

エラーまたは警告発生時の対処

検証方法
自動

任意

サイズに小数部桁数のバイト数以上の値
を指定します。

○

○

サイズには，小数部桁数のバイト数＋符
号文字のバイト数以上，かつ 2 バイト以
上の値を指定します。

○

○

同じ名称の要素が同じ階層にないか。

同じ階層でユニークな名称を指定しま
す。

○

−

ルート要素に設定されている複合内容要素
が，ほかの複合内容要素の構成要素として設
定されていないか。

複合内容要素の構成要素から，ルート要
素に設定されている複合内容要素を削除
します。

−

○

複合内容要素はほかの複合内容要素の構成要
素に設定されているか（ただしルート要素の
場合は除く）。

該当する複合内容要素を，ほかの複合内
容要素の構成要素に設定します。

−

○

構成要素は設定されているか。

該当する複合内容要素に構成要素を設定
します。

−

○

セパレータ形式に「CSV」を指定している場
合，次の単純内容要素が存在しないか。

セパレータ形式をユーザ指定にするか，
単純内容にゾーン形式数値，パック形式
数値，符号付 2 進数整数，符号無 2 進数
整数，またはバイト列以外のデータ種別
を指定します。

○

○

開始セパレータの指定が正しいか。

開始セパレータに正しいセパレータを指
定します。

−

○

中間区切りセパレータの指定が正しいか。

中間区切りセパレータに正しいセパレー
タを指定します。

−

○

終了セパレータの指定が正しいか。

終了セパレータに正しいセパレータを指
定します。

−

○

• データ種別がゾーン形式数値
• サイズが固定
• 符号の設定がカスタム
• 符号の種類が符号ビット
または，次の条件をすべて満たす場合，
「小数
部桁数≦指定のサイズから求めた最大小数部
桁数」になっているか。
• データ種別がゾーン形式数値
• サイズが固定
• 符号の設定が自動
次の条件をすべて満たす場合，
「指定したサイ
ズの最大小数部桁数≧小数部桁数＋符号文
字」になっているか。かつ，指定したサイズ
が 2 バイト以上か。
• データ種別がゾーン形式数値
• サイズが固定
• 符号の設定が「カスタム」
• 符号の種類が「符号文字」

複合内容要素

• データ種別がゾーン形式数値，パック形式
数値，符号付 2 進数整数，符号無 2 進数
整数，またはバイト列
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複合内容要素
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検証内容

エラーまたは警告発生時の対処

セパレータを指定している場合，フォーマッ
トの文字コードが KEIS，IBM_CODE，JEF
でないか。

検証方法
自動

任意

複合内容のセパレータの指定を解除する
か，フォーマットの文字コードを KEIS，
IBM_CODE，JEF 以外にします。

○

−

セパレータを指定している場合，個別文字
コードを指定している単純内容要素が存在し
ていないか。

単純内容の個別文字コードの指定を解除
するか，複合内容のセパレータの指定を
解除します。

○

○

セパレータ名称が重複していないか。

1 つの複合内容の中で，ほかのセパレータ
で指定されていないセパレータを指定し

○

−

セパレータ値が重複していないか。

1 つの複合内容の中で，ほかのセパレータ
値と重複しないセパレータ値を指定しま
す。

○

−

セパレータを指定している場合，コード変換
ライブラリが有効であるか。

コード変換の jar ファイルを正しく設定
したあと，Eclipse を再起動します。

−

○

セパレータを指定している場合，コード変換， コード変換テーブルパスにコード変換の
検証対象文字コードの変換テーブルが存在す
変換用テーブルのパスを指定します。
るか。

−

○

セパレータを指定している場合，文字コード
変換中にエラーが発生しないか。

エラーの原因となった例外情報を参照
し，その対処に従います。

−

○

セパレータを指定している場合，文字コード
変換に失敗しないか。

エラーコードを参照し，その対処に従い
ます。

−

○

セパレータを指定している場合，文字コード
がコード変換ライブラリでサポートされてい
るか。

コード変換ライブラリでサポートしてい
る文字コードを選択します。

−

○

セパレータを指定している場合，バイナリ
フォーマット定義にビット列型の単純内容要
素が存在しないか。

セパレータの指定を解除するか，単純内
容要素のデータ種別にビット列以外を指
定します。

○

−

セパレータを指定している場合，バイナリ
フォーマット定義にサイズノードを指定した
複合内容要素が存在しないか。

セパレータの指定を解除するか，サイズ
ノードを除去します。

○

−

逐次構成で，最後の子要素がビット列型の単
純内容要素の場合，次の条件に該当しないか
（ただし，ルート要素は除く）。

ビット列型の子要素のサイズを確認しま
す。

−

○

ます。

• 連続するビット列型のサイズを合計し，サ
イズがバイト単位でない

または，サポートしているコード変換ラ
イブラリを使用します。

ビット列型の要素のサイズは，次のよう
に算出します。
出現回数が固定の場合，
「サイズ×最大出
現回数」とします。
出現回数が固定以外の場合，次のように
算出します。
• 実際の出現回数が不明でサイズがバ
イト単位でない場合，警告とする。
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電文フォーマットの作成

検証の対象
複合内容要素

検証内容
逐次構成で，最後の子要素がビット列型の単
純内容要素の場合，次の条件に該当しないか
（ただし，ルート要素は除く）。
• 連続するビット列型のサイズを合計し，サ
イズがバイト単位でない
選択構成で，子要素がビット列型の単純内容
要素の場合，次の条件に該当しないか（ただ
し，ルート要素は除く）。
• サイズがバイト単位でない

エラーまたは警告発生時の対処
• サイズがバイト単位の場合は，出現回
数が不明でも，「サイズ×出現回数」
の値がバイト単位に常になるため，出
現回数は 1 として算出し，「サイズ×
1」とする。
ビット列型の子要素のサイズを確認しま
す。

検証方法
自動

任意

−

○

−

○

ビット列型の要素のサイズは，次のよう
に算出します。
出現回数が固定の場合，
「サイズ×最大出
現回数」とします。
出現回数が固定以外の場合，次のように
算出します。
• 実際の出現回数が不明でサイズがバ
イト単位でない場合，警告とする。
• サイズがバイト単位の場合は，出現回
数が不明でも，「サイズ×出現回数」
の値がバイト単位に常になるため，出
現回数は 1 として算出し，「サイズ×
1」とする。
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選択構成の場合，選択条件ノードが設定され
ているか。

該当する複合内容要素に選択条件ノード
を設定します。

−

○

選択構成の場合，選択条件ノードに設定され
ている要素は単純内容要素か。

選択条件ノードとして単純内容要素の
ノードを設定します。

○

○

選択構成の場合，各構成要素に選択条件値が
設定されているか（ただし，1 つだけは選択
条件値を設定しなくてもよい）。

各構成要素に選択条件値を設定し，選択
条件値が設定されていない構成要素を 1
つ以下にします。

−

○

選択構成の場合，選択条件ノードに設定され
ている単純内容要素のデータ種別と，各構成
要素の選択条件値に指定した値が一致する
か。

選択条件ノードに設定されている単純内
容要素のデータ種別によって検証の内容
と対処が異なります。詳細については
「表 4-4 選択条件値に指定した値に関す
る検証内容と対処」を参照してください。

○

○

選択構成の場合，各構成要素の選択条件値に
重複はないか。

選択条件値が重複した構成要素に，ほか
の構成要素で設定されていない選択条件
値を設定します。

−

○

選択構成の場合，選択条件ノード，およびそ
のすべての祖先ノードの出現回数が固定で，
かつ 1 回か。

選択条件ノードとその祖先ノードの出現
回数を 1 回固定になるように設定しま
す。

−

○

選択構成の場合，選択条件ノードのサイズが
固定か。

選択条件ノードのサイズを固定に設定し
ます。

−

○

選択構成の場合，選択条件ノードのパスが正
しいか。

選択条件ノードを示すパスが不正である
おそれがあります。対処方法については
「表 4-5 パスが不正である場合の原因と
対処」を参照してください。

○

○

4

検証の対象
複合内容要素

検証内容

電文フォーマットの作成

エラーまたは警告発生時の対処

検証方法
自動

任意

選択構成の場合，選択条件ノードのパスに選
択構成の複合内容要素が含まれていないか
（ただし，パスが絶対パスの場合，設定元の
ノードの祖先ノードは除く）。

選択条件ノードが実際のバイナリデータ
で出現しないおそれがあります。実際の
バイナリデータで選択条件ノードに該当
するデータが出現するか確認します。

−

○

選択構成の場合，選択条件ノードに指定した
ノードが，サイズノード指定した複合内容要
素を含まないか（パスが絶対パスの場合は，
設定元のノードの祖先であるノードは除く。
パスが基準パスの場合は，基準ノードを除
く）。

選択条件ノードが実際のバイナリデータ
で出現しないおそれがあります。実際の
バイナリデータで選択条件ノードに該当
するデータが出現するか確認します。

−

○

選択構成の場合，コード変換ライブラリが使
用できるか（クラスをロードできるか）。

コード変換の jar ファイルを正しく設定
したあと，Eclipse を再起動します。

○

−

選択構成の場合，コード変換テーブルのパス
が正しく設定されているか。

該当する構成要素とその祖先の出現回数
を 1 回固定にします。

○

○

選択構成の場合，文字コード変換中にエラー
が発生しないか。

エラーの原因となった例外情報を参照
し，その対処に従います。

○

○

選択構成の場合，文字コード変換に失敗しな
いか。

エラーコードを参照し，その対処に従い
ます。

○

○

選択構成の場合，文字コードがコード変換ラ
イブラリでサポートされているか。

コード変換ライブラリでサポートしてい
る文字コードを選択します。

○

○

または，サポートしているコード変換ラ
イブラリを使用します。

構成要素

選択構成の場合で構成要素の開始セパレータ
が設定されているとき，構成要素に設定され
ている単純内容要素の数は 1 つ以下か。

構成要素に設定する単純内容要素を 1 つ
以下にします。

−

○

選択構成の場合，各構成要素（複合内容要素）
に開始セパレータが設定されているか（ただ
し，構成要素に単純内容要素が設定されてい
ない場合，1 つだけは開始セパレータを設定
しなくてもよい）。

構成要素に単純内容要素が設定されてい
る場合，各構成要素に開始セパレータを
設定します。構成要素に単純内容要素が
設定されていない場合，開始セパレータ
が設定されていない構成要素を 1 つ以下
にします。

−

○

選択構成の場合，各構成要素に設定されてい
る開始セパレータの値に重複はないか。

開始セパレータが重複した構成要素に，
ほかの構成要素で設定されていない開始
セパレータの値を設定します。

−

○

出現回数が固定の場合，指定した出現回数は
次の式を満たすか。

出現回数を 1〜2,147,483,647 の範囲で
設定します。

○

−

出現回数が「出現回数ノード」の場合，出現
回数ノードが設定されているか。

該当する構成要素に出現回数ノードを設
定します。

−

○

出現回数が「出現回数ノード」の場合，出現
回数ノードのデータ種別が数値型か（数値型
とは，整数，実数，固定小数部数値，ゾーン

出現回数ノードには，データ種別が数値
型の単純内容要素を設定します。

○

○

0＜出現回数≦2,147,483,647
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検証の対象
構成要素

検証内容

エラーまたは警告発生時の対処

検証方法
自動

任意

形式数値，パック形式数値，符号付 2 進整数， 出現回数ノードには，データ種別が数値
または符号無 2 進整数）。
型の単純内容要素を設定します。

○

○

出現回数が「出現回数ノード」の場合，出現
回数ノード，およびそのすべての祖先ノード
の出現回数が固定，かつ 1 回か。

出現回数ノードとその祖先ノードの出現
回数を 1 回固定になるように設定しま
す。

−

○

出現回数が「出現回数ノード」の場合，出現
回数ノードのパスが正しいか。

出現回数ノードを示すパスが不正である
おそれがあります。対処方法については
「表 4-5 パスが不正である場合の原因と

○

○

出現回数が「出現回数ノード」の場合，出現
回数ノードのパスに選択構成の複合内容要素
が含まれていないか（ただし，パスが絶対パ
スの場合，設定元のノードの祖先ノードは除
く）。

出現回数ノードが実際のバイナリデータ
で出現しないおそれがあります。実際の
バイナリデータで出現回数ノードに該当
するデータが出現するか確認します。

−

○

出現回数ノードに指定したノードが，サイズ
ノード指定した複合内容要素を含まないか
（パスが絶対パスの場合は，設定元のノードの
祖先であるノードは除く。パスが基準パスの
場合は，基準ノードを除く）。

選択条件ノードが実際のバイナリデータ
で出現しないおそれがあります。実際の
バイナリデータで選択条件ノードに該当
するデータが出現するか確認します。

−

○

再帰構造になっていないか。

再帰的に設定されている構成要素を削除
します。

○

−

親要素が逐次構成の場合，次のすべての条件
に該当しないか。

ビット列型の兄要素のサイズを確認しま
す。

−

○

• ビット列型以外の単純内容要素，または複
合内容要素

ビット列型の要素のサイズは，次のよう
に算出します。

−

○

対処」を参照してください。

• 1 つ前に存在する兄弟要素がビット列型
の単純内容要素
• 連続するビット列型のサイズを合計し，サ
イズがバイト単位でない

出現回数が固定の場合，
「サイズ×最大出
現回数」とします。
出現回数が固定以外の場合，次のように
算出します。
• 実際の出現回数が不明でサイズがバ
イト単位でない場合，警告とする。
• サイズがバイト単位の場合は，出現回
数が不明でも，「サイズ×出現回数」
の値がバイト単位に常になるため，出
現回数は 1 として算出し，「サイズ×
1」とする。

構成要素が単純内容要素の場合で，データ種
別が「ビット列」のとき，次のすべての条件
に該当しないか。
• 指定されたサイズが 8 ビット未満
• 出現回数が「データの終端まで」または
「範囲指定」
• バイナリフォーマット定義の最後の要素
• 祖先ノードにサイズノードの指定がない

134

単純内容要素の出現回数を「固定」また
は「出現回数ノード」に変更するか，サ
イズに 8 ビット以上の値を指定します。

4

検証の対象
構成要素

電文フォーマットの作成

検証内容

エラーまたは警告発生時の対処

構成要素が単純内容要素の場合で，サイズが
「サイズノード」のとき，サイズノードが設定
されているか。

検証方法
自動

任意

該当する構成要素にサイズノードを設定
します。

−

○

構成要素が単純内容要素の場合で，サイズが
サイズノードには，データ種別が数値型
「サイズノード」のとき，サイズノードのデー の単純内容要素を設定します。
タ種別が数値型か（数値型とは，整数，実数，
固定小数部数値，ゾーン形式数値，パック形
式数値，符号付 2 進整数，または符号無 2 進
整数）。

○

○

構成要素が単純内容要素の場合で，サイズが
「サイズノード」のとき，サイズノード，およ
びそのすべて祖先ノードの出現回数が固定，
かつ 1 回か。

サイズノードとその祖先ノードの出現回
数を 1 回固定になるように設定します。

○

○

構成要素が単純内容要素の場合で，サイズが
サイズノードを示すパスが不正であるお
「サイズノード」のとき，サイズノードのパス それがあります。対処方法については
が正しいか。
「表 4-5 パスが不正である場合の原因と
対処」を参照してください。

○

○

構成要素が単純内容要素の場合で，サイズが
「サイズノード」のとき，サイズノードのパス
に選択構成の複合内容要素が含まれていない
か（ただし，パスが絶対パスの場合，設定元
のノードの祖先ノードは除く）。

サイズノードが実際のバイナリデータで
出現しないおそれがあります。実際のバ
イナリデータでサイズノードに該当する
データが出現するか確認します。

−

○

構成要素が単純内容要素の場合で，サイズ
ノードに指定したノードが，サイズノード指
定した複合内容要素を含まないか（パスが絶
対パスの場合は，設定元のノードの祖先であ
るノードは除く。パスが基準パスの場合は，
基準ノードを除く）。

サイズノードが実際のバイナリデータで
出現しないおそれがあります。実際のバ
イナリデータでサイズノードに該当する
データが出現するか確認します。

−

○

構成要素が単純内容要素の場合で，出現回数
が「データの終端まで」のとき，出現の終わ
りを示すセパレータまたはサイズノードが設
定されているか。

出現回数が可変の要素で，出現の終わり
を示すセパレータまたは複合内容要素の
サイズノードを指定します。

○

○

構成要素が単純内容要素の場合で，サイズが
「データの終端まで」のとき，データの終了を
示すセパレータまたはサイズノードが設定さ
れているか。

サイズが可変長の要素で，データの終了
を示すセパレータまたは複合内容要素の
サイズノードを指定します。

○

○

構成要素が複合内容要素の場合で，出現回数
が「データの終端まで」のとき，出現の終わ
りを示すセパレータまたはサイズノードが設
定されているか。

出現回数が可変の要素で，出現の終わり
を示すセパレータまたは複合内容要素の
サイズノードを指定します。

○

○

構成要素が複合内容要素の場合で，出現回数
が「データの終端まで」または「範囲指定」
の場合，次のすべての条件に該当しないか。

複合内容要素の出現回数を「固定」また
は「出現回数ノード」に変更するか，複
合内容要素のサイズが 8 ビット以上にな
るように定義します。

−

○

1. バイナリフォーマット定義の最後の要素
のデータ種別が「ビット列」
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検証の対象
構成要素

検証内容

エラーまたは警告発生時の対処

2. 1.の要素の出現回数が「固定」または「出
現回数ノード」

各要素のサイズは，次のように算出しま
す。

3. 1.の要素から祖先ノードにサイズノード
の指定がない
4. 1.の要素までの合計サイズが 8 ビット未
満

検証方法
自動

任意

−

○

• データ種別がビット列，かつ出現回数
が固定の場合は，「サイズに指定され
た値×最大出現回数」とする。
• データ種別がビット列，かつ出現回数
が固定以外の場合は，サイズに指定さ
れた値とする。ただし，最後の要素で
なく，最小出現回数が 0 の場合，サイ
ズを 0 とする。
• データ種別がビット列以外の場合，サ
イズを 8 とする（合計サイズが 8 ビッ
トを超えた時点で検証が終了するた
め）。ただし，最小出現回数が 0 の要
素，またはサイズノードが指定された
複合内容要素の場合，サイズを 0 とす
る。

構成要素が複合内容要素の場合で，サイズ
ノードが設定され，子孫ノードにビット列が
存在するとき，ビット列の合計サイズがバイ
ト単位であるか。

ビット列型の単純内容要素のサイズを確
認します。

−

○

構成要素が複合内容要素でサイズノードを設
定する場合，セパレータを定義している複合
内容要素がバイナリフォーマット定義に存在
しないか。

サイズノードの指定を除去するか，セパ
レータの指定を解除します。

○

−

構成要素が複合内容要素の場合で，サイズ
ノードのデータ種別が数値型であるか（数値
型とは，整数，実数，固定小数部数値，ゾー
ン形式数値，パック形式数値，符号付 2 進整
数，または符号無 2 進整数）。

サイズノードに数値型の単純内容を指定
します。

○

○

構成要素が複合内容要素の場合で，サイズ
ノードおよびそのすべての出現回数が固定か
つ 1 回であるか。

サイズノードとその祖先は出現回数が 1
回固定のノードになるように定義しま
す。

○

○

構成要素が複合内容要素の場合で，サイズ
ノードのパスが正しいか。

サイズノードに指定したパスが壊れてい
るおそれがあります。

○

○

詳細情報を参考にサイズノードを指定し
直します。
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構成要素が複合内容要素の場合で，サイズ
ノードのパスに選択構成の複合内容要素を含
まないか。

サイズノードが実際のバイナリデータで
出現しないおそれがあります。実際のバ
イナリデータでサイズノードに該当する
データが出現するか確認します。

−

○

構成要素が複合内容要素の場合で，サイズ
ノードに指定したノードが，サイズノード指
定した複合内容要素を含まないか（パスが絶
対パスの場合は，設定元のノードの祖先であ

サイズノードが実際のバイナリデータで
出現しないおそれがあります。実際のバ
イナリデータでサイズノードに該当する
データが出現するか確認します。

−

○

4

検証の対象
構成要素

電文フォーマットの作成

検証内容

エラーまたは警告発生時の対処

るノードは除く。パスが基準パスの場合は，
基準ノードを除く）。

サイズノードが実際のバイナリデータで
出現しないおそれがあります。実際のバ
イナリデータでサイズノードに該当する
データが出現するか確認します。

検証方法
自動

任意

−

○

（凡例）
○：検証されます。
−：検証されません。
注※
セパレータ値の種別がバイト列のセパレータは検証されません。

表 4‒4

選択条件値に指定した値に関する検証内容と対処

データの種別
文字列

検証内容
「代替文字に置換」が指定されていないとき，次の
式を満たすか。※1
文字コード変換後のサイズ≦指定のサイズ

整数

実数

選択条件値のバイトサイズが選択条件ノー
ドのサイズ以下になるように指定してくだ
さい。

指定した文字列の形式はｎか。※2※3

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別
と一致した文字列を指定してください。

次の式を満たすか。※1
文字コード変換後のサイズ≦指定のサイズ

選択条件値のバイトサイズが選択条件ノー
ドのサイズ以下になるように指定してくだ
さい。

符号の有無が「なし」の場合，0≦値か。

選択条件値に正の値を指定してください。

「全体桁数」の指定がある場合，条件値の桁数が「全
体桁数」の指定桁数以下か。

選択条件値の入力値の桁数を全体桁数以下
で指定してください。

「全体桁数」の指定がない場合，条件値の桁数が 34
桁以下か。

選択条件値に有効桁数が 34 桁以下の数値を
指定してください。

指定した文字列の形式は n または n.m か。※2※3

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別
と一致した文字列を指定してください。

次の式を満たすか。※1※4
文字コード変換後のサイズ≦指定のサイズ

選択条件値のバイトサイズが選択条件ノー
ドのサイズ以下になるように指定してくだ
さい。

符号の有無が「なし」の場合，0≦値か。

選択条件値に正の値を指定してください。

「小数部桁数」の指定がある場合，条件値の小数部
桁が「小数部桁数」の指定桁数以下か。

選択条件値の小数部の桁数を小数部桁数以
下で指定してください。

「全体桁数」の指定がある場合，条件値の桁数が「全

選択条件値の入力値の桁数を全体桁数以下
で指定してください。

体桁数」の指定桁数以下か。※4
「全体桁数」の指定がない場合，条件値の桁数が 34
桁以下か。
固定小数部数値

対処

指定した文字列の形式は n または n.m か。※2※3

選択条件値に有効桁数が 34 桁以下の数値を
指定してください。
選択条件値に選択条件ノードのデータ種別
と一致した文字列を指定してください。

137

4

電文フォーマットの作成

データの種別
固定小数部数値

ゾーン形式数値

検証内容

暗黙的小数部付き数値に変換後のサイズ≦指定の
サイズ

選択条件値のバイトサイズが選択条件ノー
ドのサイズ以下になるように指定してくだ
さい。

符号の有無が「なし」の場合，0≦値か。

選択条件値に正の値を指定してください。

条件値の小数部桁が「小数部桁数」の指定桁以下
か。

選択条件値の小数部の桁数を小数部桁数以
下で指定してください。

「全体桁数」の指定がある場合，暗黙的小数部付き
数値に変換後の条件値の桁数が「全体桁数」の指定
桁数以下か。

選択条件値の入力値の桁数を全体桁数以下
で指定してください。

「全体桁数」の指定がない場合，条件値の桁数が 34
桁以下か。

選択条件値に有効桁数が 34 桁以下の数値を
指定してください。

次の式を満たすか。※1

指定した文字列の形式は n または n.m か。※2

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別
と一致した文字列を指定してください。

次の式を満たすか。

選択条件値のバイトサイズが選択条件ノー
ドのサイズ以下になるように指定してくだ
さい。

ゾーン形式に変換後のサイズ≦指定のサイズ

パック形式数値

整数部桁＋小数部桁が 34 桁以下の実数か。

選択条件値に有効桁数が 34 桁以下の数値を
指定してください。

小数部桁は「小数部桁数」に指定した範囲内か。

選択条件値の小数部の桁数を小数部桁数以
下で指定してください。

単純内容要素の符号の設定が「カスタム」，かつ符
号の有無が「なし」の場合に，条件値に負の値を設
定していないか。

選択条件値に正の値を指定してください。

指定した文字列の形式は n または n.m か。※2

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別
と一致した文字列を指定してください。

次の式を満たすか。

選択条件値のバイトサイズが選択条件ノー
ドのサイズ以下になるように指定してくだ
さい。

パック形式に変換後のサイズ≦指定のサイズ

符号付 2 進整数

整数部桁＋小数部桁が 34 桁以下の実数か。

選択条件値に有効桁数が 34 桁以下の数値を
指定してください。

小数部桁は「小数部桁数」に指定した範囲内か。

選択条件値の小数部の桁数を小数部桁数以
下で指定してください。

単純内容要素の符号の設定が「カスタム」，かつ符
号の有無が「なし」の場合に，条件値に負の値を設
定していないか。

選択条件値に正の値を指定してください。

指定した文字列の形式は n または-n か。※2

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別
と一致した文字列を指定してください。

サイズがnバイト（n=1〜8）の場合，次の式を満た
す整数か。

選択条件値に有効な値を指定してください。

-1×2（8×n）-1≦値≦2（8×n）-1-1
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符号無 2 進整数

検証内容
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対処

指定した文字列の形式は n か。※2

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別
と一致した文字列を指定してください。

サイズがnバイト（n=1〜8）の場合，次の式を満た
す整数か。

選択条件値に有効な値を指定してください。

0≦値≦28×n-1
バイト列

エンコード形式が hexBinary の場合，指定した文
字列の形式は 0〜9，a〜f，A〜F か。

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別
と一致した文字列を指定してください。

エンコード形式が base64Binary の場合，指定した
文字列の形式は 0〜9，a〜z，A〜Z，+，/，=，空
白文字か。
次の式を満たすか。
バイト変換後のサイズ=指定のサイズ
ビット列

条件値のバイトサイズが選択条件ノードの
バイトサイズと同じになるように定義して
ください。

指定した文字列の形式は 0〜9，a〜f，A〜F か。

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別
と一致した文字列を指定してください。

次の式を満たすか。

必要桁数を指定してください。

A=（<指定のサイズ>+7）/8（小数点以下切り捨
て）
A×2=入力文字数
日付時刻

形式が CCYYMMDD の場合，指定した文字列形式
は CCYYMMDD か。

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別
と一致した文字列を指定してください。

形式が YYMMDD の場合，指定した文字列形式は
YYMMDD か。

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別
と一致した文字列を指定してください。

形式が hhmmss の場合，指定した文字列形式は
hhmmss か。

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別
と一致した文字列を指定してください。

形式が CCYYMMDDhhmmss の場合，指定した文
字列形式は CCYYMMDDhhmmss か。

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別
と一致した文字列を指定してください。

形式が YYMMDDhhmmss の場合，指定した文字
列形式は YYMMDDhhmmss か。

選択条件値に選択条件ノードのデータ種別
と一致した文字列を指定してください。

秒小数点の指定は，秒小数点の桁数と一致するか。

選択条件値の秒小数点桁数と選択条件ノー
ドに指定した値を一致させてください。

指定した日付時刻は正しい日付時刻か。

選択条件値に正しい日付時刻を指定してく
ださい。

注※1
文字コードに CUSTOM 以外が設定されている場合。
注※2
n，m は 0〜9 の数値を表します。ただし，n の先頭，および m の末尾は 1〜9 の数値です。
注※3
条件値に付ける符号は，選択条件ノードの「符号の有無」の設定によって異なります。「常にあり」の場合は必ず符
号を付けます。「なし」の場合，符号は指定できません。「負だけあり」の場合は「−」だけ指定できます。
注※4
条件値が小数部を持ち，整数部が 0 だけの場合，0 を削除してからカウントします。
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表 4‒5

パスが不正である場合の原因と対処
パス不正の原因

対処

選択条件，出現回数，またはサイズノードに指定したパスの
ノードが定義上から削除されている。

選択条件，出現回数，またはサイズノードを指定し直してく
ださい。

選択条件，出現回数，またはサイズノードを指定したあとに， 選択条件，出現回数，またはサイズノードを指定し直してく
階層構造が変更された。
ださい。
選択条件，出現回数，またはサイズノードに指定したパスが， 選択条件，出現回数，またはサイズノードに，設定先より前
設定先の要素よりもあとに出現する。
に出現する要素を指定してください。
ノードパス設定先のノードを参照する構成要素が複数定義さ
れている。

ノードパス設定先を参照する構成要素を 1 つにしてくださ
い。

絶対パスの最上位要素がルート要素ではない。

ルート要素を絶対パスの最上位要素に設定するか，パスを設
定し直してください。

設定元のノードの祖先に基準ノードが存在しない。

ノードパスを設定し直してください。

基準パスの基準ノードが逐次構成の要素ではない。

基準ノードが逐次構成になるパスを設定してください。

パスと設定元のノードの共通の親が，選択構成の複合内容であ
る。

パスと設定元のノードの共通の親を逐次構成の複合内容に
設定してください。

(2)

検証方法
検証方法には，次の 2 つがあります。検証方法によって検証される内容は異なります。詳細については，
「(1) 検証内容」を参照してください。
ダイアログの入力時の検証
バイナリフォーマット定義ファイルの各要素を設定するときに利用するダイアログでは，入力された値
が逐次自動的に検証されます。
任意のタイミングでの検証
バイナリフォーマット定義ファイルの作成後，または作成途中の任意のタイミングで検証を実施できま
す。
検証を実施するには，バイナリフォーマット定義エディタ上の要素を選択して右クリックし，［検証］
を選択します。バイナリフォーマット定義エディタに表示されているバイナリフォーマット定義ファ
イルが検証されます。
なお，検証するときにバイナリフォーマット定義エディタ上で選択する要素は任意です。どの要素を選
択しても，バイナリフォーマット定義ファイル全体が検証されます。
検証結果の表示については，「(3)

(3)

検証結果の表示」を参照してください。

検証結果の表示
検証を実施した結果は，画面およびダイアログ上に表示されます。

(a)

ダイアログの入力時の自動検証の結果の表示
ダイアログの入力時の自動検証の結果は，バイナリフォーマット定義に関連するダイアログの［インフォ
メーション］に表示されます。問題がない場合は，何も表示されません。
バイナリフォーマット定義に関連するダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リ
ファレンス」の「1.2.1 バイナリフォーマット定義画面」を参照してください。
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任意のタイミングで検証した結果の表示
検証の結果が画面に表示されます。
画面の表示内容については，次の個所を参照してください。
• マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.1.1
ルを作成する画面の構成」

バイナリフォーマット定義ファイ

• マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.1

バイナリフォーマット定義画面」

検証が成功した場合
コンソールビューに検証が成功したことを示すメッセージが表示されます。
検証が失敗した場合
コンソールビューにエラー，警告，および情報通知の内容を示すメッセージが表示されます。また，画
面上の各部分にエラー，警告，および情報通知の内容が表示されます。
バイナリフォーマット定義エディタ，アウトラインビュー
問題のあったノードにエラーまたは警告を示すアイコンが表示されます。エラーと警告の両方があ
る場合，エラーのアイコンが優先して表示されます。
パッケージ・エクスプローラー
問題のあったファイルとその祖先のフォルダにエラーまたは警告を示すアイコンが表示されます。
エラーと警告の両方がある場合，エラーのアイコンが優先して表示されます。
問題ビュー
問題点を示すメッセージ，リソース名（ファイル名）およびフォルダ名が一覧表示されます。

4.4.7

バイナリフォーマット定義の注意事項

XML 型からバイナリ型への変換では，可変長の単純内容要素をサイズノードおよび出現回数ノードに指定
できません。
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4.5

COBOL 登録集原文ファイルからのバイナリ
フォーマット定義ファイルの生成

COBOL 登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成とは，指定した COBOL 登
録集原文ファイルをバイナリフォーマット定義ファイルに変換する機能です。
TP1/RPC 受付および TP1 アダプタを利用する場合，受付およびサービスアダプタ内で COBOL の入出力
パラメタが処理されるため，COBOL で定義されたレコード定義（COBOL 登録集原文ファイル）をバイ
ナリフォーマット定義ファイルに変換する必要があります。

この機能を利用することで，COBOL 登録集原文ファイルからバイナリフォーマット定義ファイルの生成
を自動化できます。そのため，データ変換作業の効率化を図れます。
COBOL 登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成機能を利用したデータ変換
のイメージを次の図に示します。
図 4‒7

COBOL 登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成機能を利用した
データ変換（TP1/RPC 受付を使用した場合の例）

この機能では，COBOL2FDX コンバータを使用します。COBOL2FDX コンバータは，指定した COBOL
登録集原文ファイルのレコード定義を解析したあと，バイナリフォーマット定義ファイルとして出力しま
す。

4.5.1

変換できる COBOL 登録集原文ファイルの記述形式

COBOL 登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成機能で使用できる COBOL
登録集原文ファイルの記述形式について説明します。
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この機能では，COBOL85 言語の利用を前提としています。しかし，ここで説明する規則および形式に従っ
て記述された COBOL 登録集原文ファイルであれば使用できます。COBOL85 言語の機能および文法に
ついては，マニュアル「COBOL85 言語」を参照してください。

(1)

指定できるファイル形式
この機能で使用できる COBOL 登録集原文ファイルは，固定形式（拡張子：.cbf 以外）だけです。フリー
形式（拡張子：.cbf）のファイルはサポートしていません。

(2)

COBOL 登録集原文ファイルの記述規則
この機能で使用できる COBOL 登録集原文ファイルは，次の記述規則に従います。
• COBOL 登録集原文ファイルの文字コードは MS932 である必要があります。
• 構文として正しいものを使用している必要があります。コンパイラが出力するメッセージに「重大エ
ラー」または「警告エラー」が含まれていないことが前提です。
• 1〜6 カラム目は，行番号としては使用されないで，6 桁の半角空白（0x20）として扱われます。エラー
情報に出力される行番号としても使用されません。
• コメント行（7 カラム目が「*」，「/」）は無視されます。
• 73 カラム目以降のコメントは無視されます。
• デバッグ行（7 カラム目が「D」および「d」の行）は無視されます。
• 通常の COBOL と同様に，7 カラム目が「-」の行は継続行として扱われます。
• タブ文字は 1 個の空白文字として扱われます。
• 全角空白文字は分離符として扱われますが，「;」および「,」は分離符として扱われません。
• 拡張コード文字と標準コード文字は非等価として扱われます。
• 次の語は予約語として扱われます。それ以外の語は利用者語として扱われます。
• COMP
• COMP-3
• COMPUTATIONAL
• COMPUTATIONAL-3
• DISPLAY
• FILLER
• IS
• NATIONAL
• OCCURS
• PIC
• PICTURE
• TIMES
• USAGE

(3)

データ項目の記述形式
英字項目や数字項目などのデータ項目の記述は，この項で説明する規則に従っている必要があります。規則
に従っていない場合は，構文エラーとなります。
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(a)

データ項目の書き方
COBOL のデータ項目の書き方を次に示します。

レベル番号 {データ名|FILLER}
［｛PICTURE｜PIC｝[IS] 文字列］
［［USAGE [IS]］｛COMPUTATIONAL-3｜COMP-3｜COMPUTATIONAL｜COMP｜DISPLAY｜NATIONAL｝］
［OCCURS 整数 [TIMES]］.

(b) 構文規則
1. レベル番号は，1〜2 桁の符号なし整数で 1〜49 でなければなりません。
2. データ名の文字数は 1〜30 でなければなりません。
3. データ項目および FILLER 項目の数は 32,760 個を超えてはなりません。
4. OCCURS 句に指定する整数の値は 1〜2,147,483,647 でなければなりません。
5. PICTURE 句に指定できる文字は「表 4-6

PICTURE 句に指定できる文字」の内容だけです。

6. レベル番号，データ名，PICTURE 句，USAGE 句，および OCCURS 句の構文規則で，1.〜5.の構文
規則で規定されている規則以外は，COBOL85 言語の構文規則に従います。
7. USAGE 句の構文規則を次に示します。
• 集団項目では USAGE は指定できません。
• 数値項目で DISPLAY，NATIONAL を指定した場合は無視されます。
• 数値項目以外で USAGE を指定した場合は無視されます。
8. データ項目は，1 つのレコード（レベル番号 01 の集団項目），およびその従属データ項目だけでなけれ
ばなりません。
9. COPY 文は指定できません。
表 4‒6

PICTURE 句に指定できる文字

項
番

PICTURE 句に指定できる文字

データ型

文字

桁数

1

英字項目

「A」

1

2

英数字項目

「A」，「X」，「9」

1

3

数字項
目

「9」

1

「S」，「V」

0

外部 10 進形式

4

内部 10 進形式

5

2 進形式

小数部
−

「V」以降の文
字

使用できる桁数の
範囲（小数部含む）
1〜2,147,483,647

1〜18

外部 10 進形式と同様
「9」

1

「S」

0

×

6

英数字編集項目

「A」，「X」，「9」，「B」，「0」，「/」

1

−

1〜2,147,483,647

7

数字編集項目

「B」，「/」
，「Z」，「0」，「9」，「,」，
「.」，「*」，「+」，「-」，通貨編集文
字

1

×

1〜249
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項
番
7

PICTURE 句に指定できる文字

データ型
数字編集項目

文字

桁数

「CR」，「DB」

2

「V」

0

8

日本語項目

「N」

2

9

日本語編集項目

「N」，「B」

2

電文フォーマットの作成

小数部

使用できる桁数の
範囲（小数部含む）

×

1〜249

−

2〜32,766

（凡例）
−：該当する項目はありません。
×：この機能ではサポートしていません。

注意
通常の COBOL と同様に，各文字の直後に「(nn)」
（nn は 1〜2,147,483,647 の数値）が指定された場
合は，文字の反復回数となります。
(c)

注意事項
PICTURE 句で指定する通貨編集文字や「Z」，「0」などの編集文字は桁数を算出する目的でだけ使用され
ます。データ項目に通貨編集文字などを埋め込む編集機能はサポートしていません。

4.5.2

COBOL 登録集原文ファイルとバイナリフォーマット定義ファイ
ルのデータ型の対応

変換前の COBOL 登録集原文ファイルと，変換後のバイナリフォーマット定義ファイルのデータ型の対応
について説明します。

(1)

要素名の対応
COBOL のデータ項目に別名を設定している場合，設定した別名がバイナリフォーマット定義ファイルの
要素名となります。別名を設定していない場合，変換前の COBOL のデータ名が，そのままバイナリフォー
マット定義ファイルの要素名となります。
要素名に別名を設定する方法については，「4.5.3(3)

データ項目の設定」を参照してください。

(2) データ型の対応
COBOL のデータ型と変換後のバイナリフォーマット定義ファイルのデータ型の対応を次の表に示しま
す。
表 4‒7
項
番

COBOL のデータ型とバイナリフォーマット定義ファイルのデータ型の対応
バイナリフォーマット定義ファイルのデータ型
COBOL のデータ型

データ種別

埋め字

XML ス
キーマ型

TP1/COBOL
adapter でのデータ
型

1

英字項目

文字列

スペース

string

文字列データ（string）

2

英数字項目

文字列

スペース

string

文字列データ（string）
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バイナリフォーマット定義ファイルのデータ型

項
番

COBOL のデータ型

3

数字項
目

データ種別

XML ス
キーマ型

埋め字

外部 10 進形式

ゾーン形式数値

−

decimal

4

内部 10 進形式

パック形式数値

−

decimal

5

2 進形式

符号付（無）2 進数

−

integer

6

小数点な
し

小数点あ

×

り

7

外部浮動小数点項目

8

内部浮動小数
点項目

9

TP1/COBOL
adapter でのデータ
型
10 進データ
（BigDecimal）
×
Short データ
（Short）〜Long デー
タ（Long）
10 進データ

（BigDecimal）

×

×

4 バイト

単精度データ（Float）

8 バイト

倍精度データ
（Double）

10

英数字編集項目

文字列

スペース

string

文字列データ（string）

11

数字編集項目

文字列

スペース

string

文字列データ（string）

12

指標データ項目

13

日本語項目

文字列

スペース

string

文字列データ（string）

14

日本語編集項目

文字列

スペース

string

文字列データ（string）

15

外部ブール項目

×

×

16

内部ブール項目

×

×

×

×

（凡例）
−：該当する項目はありません。
×：この機能ではサポートしていません。

(3)

ゾーン形式数値・パック形式数値の符号の対応
バイナリフォーマット定義ファイルのデータ型に変換するときに，ゾーン形式数値およびパック形式数値を
生成する場合は，符号の設定が「カスタム」の状態で生成し，単純内容要素ダイアログの項目に設定しま
す。単純内容要素ダイアログの項目に設定される内容を次の表に示します。
表 4‒8

項番

属性の設定内容
属性

1

符号の設定

2

符号の有無

設定内容
カスタム
• PICTURE 文字列で「S」が指定されている場合：あり
• それ以外：なし
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符号ビット

4

符号の位置

後

4
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COBOL のデータ型のサイズの算出方法
データ型のサイズ（バイト）は，次の表に示す方法で算出されます。
表 4‒9

データ型のサイズの算出方法
COBOL のデータ型

英字項目

サイズ（バイト）
桁数と同じです。

英数字項目
外部 10 進形式
内部 10 進形式

((桁数) / 2) + 1

2 進形式

桁数から算出します。
• 1 桁〜4 桁の場合：2
• 5 桁〜9 桁の場合：4
• 10 桁〜18 桁の場合：8

英数字編集項目

桁数と同じです。

数字編集項目
日本語項目
日本語編集項目

4.5.3

バイナリフォーマット定義ファイルの生成方法

COBOL 登録集原文ファイルからのバイナリフォーマット定義ファイルの生成機能を利用したデータ変換
の操作の流れを次に示します。
図 4‒8

データ変換の操作の流れ

データ変換に関する操作について次に説明します。

(1)

新規ファイルウィザードの起動
新規ファイルウィザードの起動方法について説明します。
1. 次のどちらかの方法で新規ファイルウィザードを開きます。
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• Eclipse のメニューから［ファイル］−［新規］−［その他］を選択します。
• パッケージ・エクスプローラーで任意の場所を右クリックし，［新規］−［その他］を選択します。
2. 新規ファイルウィザードで，［HCSCTE フォーマット定義］−［バイナリフォーマット定義ファイル
(COBOL 登録集原文からの変換)］を選択します。
3.［次へ］ボタンをクリックします。
［COBOL 登録集原文設定ページ］に進みます。

(2)

変換するファイルの指定
変換する COBOL 登録集原文ファイルの指定方法について説明します。
1.［COBOL 登録集原文設定ページ］で［参照］ボタンをクリックし，変換する COBOL 登録集原文ファ
イルを指定します。
2.［PICTURE 句の通貨編集文字］に，使用する PICTURE 句の通貨編集文字を指定します。
PICTURE 句の通貨編集文字に指定できる文字については，マニュアル「サービスプラットフォーム リ
ファレンス」の「1.3.10 COBOL 登録集原文からの変換ダイアログ」を参照してください。
3.［基本項目の文字コード］で，COBOL 登録集原文ファイルの英数字項目などで使用している文字コー
ドを選択します。
4.［2 進形式のエンディアン］で，ビッグエンディアンまたはリトルエンディアンのどちらかを選択しま
す。
5.［次へ］ボタンをクリックします。
COBOL 登録集原文ファイルが変換され，［データ項目設定ページ］に進みます。変換中にエラーが発
生した場合は，エラーメッセージが表示されます。

(3) データ項目の設定
データ項目の設定方法について説明します。
1. 変換後のバイナリフォーマット定義ファイルの要素名を変更する場合は，［データ項目設定ページ］で
［別名］のセルを選択し，任意の名称を入力します。
指定した名称に誤りがある場合は，ページ上部にメッセージが表示されます。［別名］に指定できる文
字については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.3.10 COBOL 登録集
原文からの変換ダイアログ」を参照してください。
2.［次へ］ボタンをクリックします。
［出力ファイル設定ページ］に進みます。
［戻る］ボタンをクリックすると，設定した内容を破棄するかを確認するメッセージが表示されます。
［COBOL 登録集原文設定ページ］に戻って COBOL 登録集原文ファイルを指定し直す場合は，［OK］
ボタンをクリックします。

(4)

出力ファイルの設定
出力ファイルの設定方法について説明します。
1.［出力ファイル設定ページ］のツリービューから出力先のフォルダを指定します。
［出力ファイル設定ページ］の詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.3.10 COBOL 登録集原文からの変換ダイアログ」を参照してください。
2.［フォーマット名］に，バイナリフォーマット定義ファイルのフォーマット名を入力します。
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3.［終了］ボタンをクリックします。
変換後のバイナリフォーマット定義ファイルが出力され，バイナリフォーマット定義エディタが起動さ
れます。ファイル出力中は，画面下部にプログレスバーが表示されます。
参考
変換後のバイナリフォーマット定義ファイルは，バイナリフォーマット定義エディタで直接作成された
ファイルと同様に，バイナリフォーマット定義エディタで編集することができます。バイナリフォー
マット定義エディタの詳細は，「4.4.1 バイナリフォーマット定義ファイルのデータ型と文字コードの
種類」を参照してください。
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4.6

バイナリフォーマット定義ファイルから XML ス
キーマファイルの生成

cscfdx2xsd コマンドを使用すると，バイナリフォーマット定義ファイルから XML スキーマファイルを生
成できます。バイナリデータを同じ構造の XML データへ変換定義する場合に，このコマンドを使用すると
変換先の XML スキーマファイルを容易に作成できます。
cscfdx2xsd コマンドの詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「cscfdx2xsd

（バイナリフォーマット定義ファイルから XML フォーマット定義ファイルの生成）」を参照してください。
次に cscfdx2xsd コマンドを活用する例として，バイナリデータを読み込むファイルアダプタの定義の流れ
を示します。
1. バイナリフォーマット定義ファイルの作成
ウィザードを利用してバイナリフォーマット定義ファイルを作成します。
バイナリフォーマット定義ファイルの作成方法については，
「4.4
マット定義ファイル）の作成方法」を参照してください。

電文フォーマット（バイナリフォー

2. XML フォーマット定義ファイルの作成
作成したバイナリフォーマット定義ファイルを基に，cscfdx2xsd コマンドを実行し，XML スキーマ
ファイルを生成します。コマンドでバイナリデータを同じ構造の XML データへ変換すると，XML ス
キーマ定義をエディタで作成する必要がなくなります。
3. ビジネスプロセス・サービスアダプタの定義
ウィザードを利用して，作成したバイナリフォーマット定義の設定，コマンドで生成した XML スキー
マ定義の設定，およびデータ変換の定義を作成します。
ビジネスプロセスの定義については，「5. ビジネスプロセスの定義」を参照してください。
サービスアダプタの定義については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダ
プタ定義編」の「3. サービスアダプタの定義」を参照してください。データ変換定義については，
「6.
データ変換の定義」を参照してください。
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電文フォーマットの変更

電文フォーマットを変更した場合，データ変換を定義し直す必要があります。電文フォーマットを変更した
あとに，データ変換を定義し直さないと，検証（サービスアダプタ，ビジネスプロセス）またはパッケージ
ングでエラーが発生します。
データ変換を定義し直すときは，以前に作成したデータ変換定義を利用できます。新規に定義する必要はあ
りません。電文フォーマットを変更した場合の定義手順および注意事項については，「6.3.2 電文フォー
マットを変更した場合の定義手順」を参照してください。
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この章では，ビジネスプロセスの定義について説明します。
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5.1

定義の流れ

ビジネスプロセスの定義の流れを次の図に示します。
図 5‒1

ビジネスプロセスの定義の流れ

ビジネスプロセスの定義に関する作業について次に説明します。

(1)

ビジネスプロセスの追加
ビジネスプロセスを追加するには，次のどちらかの方法を利用します。
新規に追加する場合
ウィザードを利用してビジネスプロセスを新規に追加します。
ウィザードを利用してビジネスプロセスを新規に追加するには，未定義のビジネスプロセスを追加する
方法と，あらかじめ BPMN を用いた上流設計ツールで作成した BPEL ファイルをインポートして，ビ
ジネスプロセスの定義に変換して追加する方法があります。
ビジネスプロセスを新規に追加する方法の詳細については，「5.2.1
る」を参照してください。

ビジネスプロセスを新規に追加す

定義済みのビジネスプロセスを利用する場合
定義済みのビジネスプロセスを複製してビジネスプロセスを追加できます。定義済みのビジネスプロ
セスを複製すると，同じ定義内容のビジネスプロセスが追加されます。複製したビジネスプロセスの定
義内容を編集することもできます。
定義済みのビジネスプロセスを利用してビジネスプロセスを追加する方法の詳細は，「5.2.2
ビジネスプロセスを利用してビジネスプロセスを追加する」を参照してください。
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(2)

ビジネスプロセスの定義

ビジネスプロセスの内容の定義
ビジネスプロセス定義画面でアクティビティ，および変数・相関セットを定義します。
定義の方法および定義の内容の詳細については，
「5.3 ビジネスプロセスの内容の定義」を参照してくださ
い。ビジネスプロセス定義画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」
の「1.2.3 ビジネスプロセス定義画面」を参照してください。

(3)

ビジネスプロセスの保存
編集したビジネスプロセスの定義情報は，必要に応じてリポジトリに保存する必要があります。
ビジネスプロセスの定義情報の保存方法と保存されるタイミングについては，
「5.8
存」を参照してください。

(4)

ビジネスプロセスの保

ビジネスプロセスの検証
定義したビジネスプロセスの整合性を検証します。ビジネスプロセスの定義中や定義が終わったあとなど，
任意のタイミングで検証できます。
検証方法の詳細については，「5.10

(5)

ビジネスプロセスの検証」を参照してください。

ビジネスプロセスのデバッグ
定義したビジネスプロセスを開発環境でデバッグします。ビジネスプロセスの定義が終わったあと，任意の
タイミングでデバッグできます。
ビジネスプロセスをデバッグする方法については，「9. ビジネスプロセスのデバッグ」を参照してくださ
い。

(6)

ビジネスプロセスの編集
定義済みのビジネスプロセスは，必要に応じて定義内容を編集して変更できます。
ビジネスプロセスの編集方法の詳細については，「5.9

ビジネスプロセスの編集」を参照してください。

(7) ビジネスプロセスの削除
不要になったビジネスプロセスは，必要に応じて削除できます。
ビジネスプロセスの削除方法については，「5.11

ビジネスプロセスの削除」を参照してください。
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5.2

ビジネスプロセスの追加

ビジネスプロセスを追加します。
ビジネスプロセスを新規に追加する場合，ビジネスプロセス追加ウィザードを利用します。また，すでに作
成されているビジネスプロセスを複製して，新しいビジネスプロセスを追加することもできます。

5.2.1

ビジネスプロセスを新規に追加する

ビジネスプロセス追加ウィザードを利用してビジネスプロセスを新規に追加する方法には，次の 2 つがあ
ります。
• 未定義のビジネスプロセスの新規追加
未定義のビジネスプロセスを新規に追加する方法です。この方法で新規に追加されるビジネスプロセ
スは，何も定義されていない状態になります。
• BPEL ファイルをインポートして新規追加
あらかじめ BPMN を用いた上流設計ツールで BPEL ファイルを作成します。そのあと，BPEL ファイ
ルをインポートしてビジネスプロセスの定義に変換して新規に追加する方法です。この方法で新規に
追加されるビジネスプロセスには，基となった BPEL ファイルの定義情報が引き継がれます。
それぞれの方法について，次に説明します。

(1)

未定義のビジネスプロセスを新規に追加する
何も定義されていないビジネスプロセスを新規に追加する方法を次に示します。
1. ツリービューのサービス定義一覧で，右クリックして［ビジネスプロセス追加］を選択します。
ビジネスプロセス定義を追加するためのダイアログが表示されます。
2. ビジネスプロセス名を入力し，ステータスを永続化するかどうか（ビジネスプロセスの実行状態をデー
タベースに保存するかどうか）を選択します。
ビジネスプロセス名（ビジネスプロセスのサービス名）は，64 バイト以内で入力します。
3.［終了］ボタンをクリックします。
必要なファイルが作成され，リポジトリに保存されます。
ビジネスプロセスが正常に保存されると，ビジネスプロセス定義画面が表示されます。

(2)

BPEL ファイルをインポートしてビジネスプロセスを新規に追加する
あらかじめ上流設計ツールで BPEL ファイルを作成し，BPEL ファイルをインポートしてビジネスプロセス
を新規に追加する方法について説明します。

(a)

BPEL ファイルの作成
上流設計ツールで BPEL1.1 または BPEL2.0 に準拠した BPEL ファイルを作成します。BPEL ファイルの
作成方法については，利用する上流設計ツールのドキュメントを参照してください。
BPEL ファイルに定義した要素および属性の内容と，ビジネスプロセス定義の内容との関連については，
「付
録 E 上流設計ツールとの連携で使用する BPEL のサポート範囲」を参照してください。

(b)

ビジネスプロセスの新規追加
BPEL ファイルをインポートして，ビジネスプロセスを新規に追加する方法を次に示します。
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1. ツリービューのサービス定義一覧で，右クリックして［ビジネスプロセス追加］を選択します。
ビジネスプロセス定義を追加するためのダイアログが表示されます。
2. ビジネスプロセス名を入力し，ステータスを永続化するかどうか（ビジネスプロセスの実行状態をデー
タベースに保存するかどうか）を選択します。
ビジネスプロセス名（ビジネスプロセスのサービス名）は，64 バイト以内で入力します。
3.［BPEL ファイル］の［インポートする］のチェックボックスをチェックします。
4.［ファイル名］にインポートする BPEL ファイルを指定します。
［...］ボタンをクリックして，インポートする BPEL ファイル選択することもできます。
5. アクティビティの配置方法を選択します。
6.［終了］ボタンをクリックします。
BPEL ファイルの定義が，ビジネスプロセスの定義に変換されます。変換が終わり，必要なファイルが
作成されると，リポジトリに保存されます。
ビジネスプロセスが正常に保存されると，ビジネスプロセス定義画面が表示されます。表示されるビジ
ネスプロセス定義画面のキャンバスには，手順 5.で選択した方法でアクティビティが配置されます。
!

注意事項
BPEL ファイルをインポートする場合，次の点に注意が必要です。
変換されない BPEL の定義
サービスプラットフォームの開発環境でサポートしていない BPEL の定義は，無視されるか，無操作アクティ
ビティに変換されます。
BPEL ファイルに定義した要素および属性の内容と，ビジネスプロセス定義の内容との関連については，「付
録 E 上流設計ツールとの連携で使用する BPEL のサポート範囲」を参照してください。
BPEL ファイルでメッセージ型の変数が定義されていた場合
上流設計ツールでメッセージの名称を定義し，BPEL ファイルにメッセージ型の変数が定義されていた場合，
BPEL ファイルをインポートして作成したビジネスプロセスでは，変数の種別が文字列型（string）に変換さ
れます。
この場合，インポート後に変数の種別をメッセージ型（XML）に変更してください。変数の定義については，
「5.5.1(6) 変数の定義方法」を参照してください。
サービス呼出アクティビティが定義されていた場合
BPEL ファイルをインポートしてビジネスプロセスを作成するとき，BPEL ファイルの invoke 要素はサービ
ス呼出アクティビティに変換されます。invoke 要素の portType 属性のローカル名が呼び出すサービス名
に，operation 属性がオペレーション名に変換されます。
ただし，リポジトリに該当するサービスやオペレーションがない場合には，サービス名やオペレーション名
は変換されません。
サービス名やオペレーション名が変換されなかった場合，BPEL ファイルをインポートしたあと，呼び出す対
象のサービスアダプタやビジネスプロセスを作成して，サービス名およびオペレーション名を割り当てる必
要があります。
BPEL ファイルに長い名称のアクティビティが多数定義されていた場合
配置方法で横方向が指定されていて，BPEL ファイルに長い名称のアクティビティが多数定義されている場
合，インポート後にキャンバスの端でアクティビティが重なってしまうことがあります。その場合は，アク
ティビティを配置し直してください。

(3)

ステータスの永続化の設定
ビジネスプロセスには，データベースにプロセスの実行状態および実行履歴を永続化するビジネスプロセス
と，永続化しないビジネスプロセスの 2 種類があります。永続化とは，プロセスの実行状態および実行履
歴をデータベースに記録することです。
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永続化するビジネスプロセスは，プロセスの実行状態と実行履歴の記録があるため，障害が発生した場合
に，プロセスの実行の進捗度がわかり，プロセスを再実行できます。永続化しないビジネスプロセスは，プ
ロセスの実行状態と実行履歴の記録を採らないため，高性能を実現する必要があるビジネスプロセスの場合
に設定します。
永続化するビジネスプロセスではできることが，永続化しないビジネスプロセスではできないといった制約
事項があります。永続化しないビジネスプロセスは，次の条件を満たす場合に定義できます。
1. 非同期のサービスアダプタに対して，サービスを呼び出すサービス呼出アクティビティを含まない。
2. 待機アクティビティを含まない。
3. 受付アクティビティを複数含まない。
4. プロセスインスタンスの再実行を使用しない（障害発生時は，サービスリクエスタからサービス呼び出
し要求（ビジネスプロセスの呼び出し）を再度実行する）。
!

注意事項
永続化するビジネスプロセスの場合，繰り返しアクティビティのリスト指定方式は使用できません。

5.2.2

定義済みビジネスプロセスを利用してビジネスプロセスを追加す
る

すでに定義されているビジネスプロセスを複製して，ビジネスプロセスを追加できます。
1. ツリービューのサービス定義一覧で，複製するビジネスプロセスを選択して右クリックします。
サービス一覧のポップアップメニューが表示されます。
2. ポップアップメニューから［複製］を選択します。
選択したビジネスプロセスの複製が作成されます。複製されたビジネスプロセス名（ビジネスプロセス
のサービス名）やサービス ID※などは，システム内で競合しないよう，自動的に別の情報が割り当てら
れます。
注※
サービスアダプタおよびビジネスプロセスを追加するときに，自動的に割り当てられるシステム内で一
意の番号です。サービス ID は変更できますが，すでに使用されているサービス ID には変更できませ
ん。
!

注意事項
ビジネスプロセスを複製すると，複製したビジネスプロセスに含まれるユーザ定義受付もあわせて複製されま
す。ただし，ユーザ定義受付だけを複製することはできません。
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ビジネスプロセスの内容の定義

ビジネスプロセスの内容はビジネスプロセス定義画面で定義します。
ビジネスプロセス定義画面は，ツリービューのサービス定義一覧で表示されたサービス内のビジネスプロセ
スをダブルクリックすると表示されます。
ビジネスプロセス定義画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.2.3 ビジネスプロセス定義画面」を参照してください。
ビジネスプロセス定義画面では，アクティビティと変数・相関セットを定義します。

(1)

アクティビティ
ビジネスプロセスは，複数のアクティビティを連結して定義します。
アクティビティとは，ビジネスプロセスの構成要素となる部品であり，処理の構造も表現したものです。複
数のアクティビティを連結して，ビジネスプロセスの処理フローを定義します。ビジネスプロセスは，アク
ティビティを画面上で配置・連結して定義します。
アクティビティの配置，連結方法の詳細については，
「5.4

さい。
!

アクティビティの配置と連結」を参照してくだ

注意事項
1 つのビジネスプロセスを実行する場合に，そのプロセスインスタンス内に生成できるアクティビティインスタ
ンスの数は最大で 2,147,483,648 個です。ただし，次の場合は生成できる数が最大で 32,768 個になります。
• activitynumber-maximum-compatible プロパティに「ON」を設定した場合
• 旧バージョンからの移行で，データベースを使用している環境を上書きインストールした場合
最大数を変更するには，HCSC サーバの再セットアップが必要です。再セットアップすると，ビジネスプロセス
の実行履歴が削除されるので注意してください。
最大数より多いアクティビティインスタンスを生成しようとしたときは，ビジネスプロセスの実行中にエラーに
なります。
なお，アクティビティインスタンスには，開始アクティビティ，終了アクティビティ，順次処理アクティビティ
などのすべてのアクティビティが含まれます。
また，繰り返しアクティビティで処理を繰り返したときは，実行するアクティビティの数だけアクティビティイ
ンスタンスが生成されます。

(2)

変数・相関セット
ビジネスプロセスには，変数と相関セットを定義できます。

(a)

変数
ビジネスプロセスの処理の中で，条件式の項の値などに変数値を利用する場合，アクティビティの定義で変
数を宣言します。
ビジネスプロセス内で利用できる変数の種類，アクティビティとの関係および定義方法については，
「5.5.1 変数の定義」を参照してください。

(b) 相関セット
相関セットとは，サービスリクエスタから HCSC サーバを介してサービス部品に送信する要求電文を一意
に識別するために利用する文字列です。
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相関セットとアクティビティとの関係や定義方法については，
「5.5.2
さい。
!

相関セットの定義」を参照してくだ

注意事項
ビジネスプロセスの定義では，定義中に入力値が正しいかどうかのチェックはされません。入力値が正しいかど
うかは，ビジネスプロセスの検証でチェックされます。入力値が正しくない場合，検証でエラーになります。
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アクティビティの配置と連結

ビジネスプロセス定義画面では，アクティビティをキャンバスに配置し，連結してビジネスプロセスの処理
フローを定義します。また，フォルト処理を設定する場合には，アクティビティ間の連結にフォルト処理を
定義します。
以降の項では，アクティビティの配置方法，アクティビティの連結方法およびフォルト処理の定義方法につ
いて説明します。

5.4.1

アクティビティを配置する

ビジネスプロセス定義画面でのアクティビティの配置方法を次に示します。
1. パレットの基本アクティビティまたは構造アクティビティの中から，キャンバスに配置するアクティビ
ティをクリックします。
クリックしたアクティビティが選択された状態になります。
2. キャンバス上の適当な場所をクリックします。
選択したアクティビティがキャンバス上に配置されます。配置されたアクティビティは，ドラッグ＆ド
ロップで場所を移動できます。
なお，各アクティビティで定義できる内容の詳細については，
「5.6
ださい。

アクティビティの定義」を参照してく

ポイント
上流設計ツールで作成した BPEL ファイルをインポートしてビジネスプロセスを追加した場合，ビジネスプロセ
スを追加するときに選択した配置方法によって，キャンバスに初期表示されるアクティビティの配置が異なりま
す。
「縦方向」を選択した場合
上から下に処理が流れる形でアクティビティが初期表示されます。
「横方向」を選択した場合
左から右に処理が流れる形でアクティビティが初期表示されます。
必要に応じてドラッグ＆ドロップしたり，アクティビティを整列したりしてください。ビジネスプロセス定義画
面（キャンバス）での操作については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.3 ビ
ジネスプロセス定義画面」を参照してください。

5.4.2

アクティビティを連結する

キャンバスに配置された 2 つのアクティビティを連結すると，ビジネスプロセスの実行順序が定義されま
す。

(1)

連結の種類
アクティビティの連結には，次の種類があります。
• コネクションでの連結
通常のアクティビティの連結に利用します。
• フォルトコネクションでの連結
アクティビティでフォルトが発生したときのためのフォルト処理を定義する場合に利用します。フォ
ルト処理の定義の詳細については，「5.4.3 フォルト処理を定義する」を参照してください。
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• リンクコネクションでの連結
並列処理アクティビティを利用した並列処理で，リンクを定義する場合に利用します。並列処理とリン
クについては，「5.6.15 並列処理アクティビティ」を参照してください。
連結方法によって，キャンバス上の連結線の表示は異なります。連結方法と連結線の関係を次の表に示しま
す。
表 5‒1

連結の画面表示
連結方法

表示される連結線

線の色

線の種類

終端

コネクションでの連結

黒

実線

三角の矢印

フォルトコネクションでの連結

赤

破線

三角の矢印

リンクコネクションでの連結

青

点線

線の矢印

(2)

連結の設定方法
アクティビティを連結する方法を次に示します。
1. パレットの［コネクション］，［リンク］，または［フォルト］をクリックします。
コネクション，フォルトコネクション，またはリンクコネクションが選択された状態になります。
この状態で，アクティビティにマウスポインタを合わせると，そのアクティビティを連結元に設定でき
る場合，アクティビティの背景色が変わります。
2. キャンバスに配置したアクティビティのうち，連結元となるアクティビティをクリックします。
連結元となるアクティビティが設定されます。
この状態で，ほかのアクティビティにマウスポインタを合わせると，そのアクティビティを連結先に設
定できる場合，アクティビティの背景色が変わります。
3. キャンバスに配置したアクティビティのうち，連結先となるアクティビティをクリックします。
連結元となるアクティビティと連結先となるアクティビティが連結されます。

(3)

連結の変更方法
すでに設定されている連結を変更するには，連結線の始点または終点をドラッグし，ほかのアクティビティ
にドロップします。

(4)

連結線の折り曲げ
連結線は，折り曲げて表示できます。アクティビティの連結が複雑になり，キャンバス上の連結線を整理す
る場合などに利用できます。連結線を折り曲げる方法について次に示します。
1. キャンバス上で連結線を選択します。
連結線の始点と終点の中間に折り曲げられる個所（ベンドポイント）が表示されます。
2. ベンドポイントに選択ツールのポインタを合わせます。
十字の矢印（

）が表示されます。

3. 矢印を任意の位置にドラッグ＆ドロップします。
連結線がベンドポイントから折れ曲がります。
ベンドポイントで折り曲げた連結線では，次の個所もベンドポイントとして利用できます。
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• 連結線の始点とベンドポイントの中間
• ベンドポイントと連結線の終点の中間
• ベンドポイントとベンドポイントの中間

(5)

アクティビティの連結条件
アクティビティと利用する連結の種類によって，アクティビティを連結元または連結先として利用できるか
どうかが異なります。各アクティビティの連結元または連結先としての利用可否について，次の表に示しま
す。
表 5‒2

連結元または連結先として利用できるアクティビティ

アクティビティ

コネクション

フォルトコネクション

リンクコネクション

連結元

連結先

連結元

連結先

連結元

連結先

開始

○

−

−

−

−

−

受付

○

○

−

○

○

○

応答

○

○

−

○

○

○

サービス呼出

○

○

○

○

○

○

Java 呼出

○

○

○

○

○

○

データ変換

○

○

−

○

○

○

代入

○

○

−

○

○

○

無操作

○

○

−

○

○

○

フォルト送出

−

○

−

○

○

○

待機

○

○

−

○

○

○

検証

○

○

−

○

○

○

スコープ

○

○

○

○

○

○

繰り返し

○

○

−

○

○

○

分岐（開始）

○

○

−

○

○

○

分岐（終了）

○

○

−

−

−

−

並列処理（開始）

○

○

−

○

○

○

並列処理（終了）

○

○

−

−

−

−

終了

−

○

−

−

−

−

（凡例）
○：連結元または連結先としてアクティビティを利用できます。
−：連結元または連結先としてアクティビティを利用できません。

また，アクティビティをコネクションで連結するとき，あるアクティビティへの遷移元となるアクティビ
ティを遷移元アクティビティ，あるアクティビティからの遷移先となるアクティビティを遷移先アクティビ
ティといいます。
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コネクション（フォルトコネクションおよびリンクコネクションは除く）で連結できる遷移元アクティビ
ティおよび遷移先アクティビティの数は，アクティビティごとに異なります。
アクティビティごとの連結できる遷移元・遷移先アクティビティの数を次の表に示します。
表 5‒3

連結できる遷移元・遷移先アクティビティの数
連結できる遷移元アクティビ
ティの数

連結できる遷移先アクティビ
ティの数

開始

0

1

受付

1

1

応答

1

1

サービス呼出

1

1

Java 呼出

1

1

データ変換

1

1

代入

1

1

無操作

1

1

フォルト送出

1

0

待機

1

1

検証

1

1

スコープ

1

1

繰り返し

1

1

分岐（開始）

1

1 以上

分岐（終了）

1 以上

1

並列処理（開始）

1

1 以上

並列処理（終了）

1 以上

1

1

0

アクティビティ

終了

!

注意事項
ビジネスプロセスで最初に実行できる基本アクティビティは，インスタンスを生成する受付アクティビティだけ
です。

(6)

コネクション使用時の注意事項
• リンクコネクションでリンク先の遷移条件が「あり」に設定した場合，遷移条件を設定してください。
• リンクコネクションは，循環しないように設定してください。
• リンク名はビジネスプロセス内で一意になるよう設定してください。
• リンクコネクションは，フォルト処理外からフォルト処理内へ張らないでください。
• コネクションで連結したアクティビティ同士を近づけると，連結線の矢印の向きが設定と逆に見える場
合があります。連結したアクティビティ同士は，ある程度の距離をとって配置してください。
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フォルト処理を定義する

アクティビティでフォルトが発生したときに何らかの処理を実行する場合，フォルト処理用のアクティビ
ティを配置してフォルト処理を実行します。
フォルト処理は，フォルトが発生するアクティビティと，フォルト処理を行うアクティビティを連結して定
義します。連結にはフォルトコネクションを利用します。

(1)

フォルト処理の定義手順
フォルト処理の定義手順を次に示します。
1. フォルトが発生するアクティビティとフォルト処理を行うアクティビティをキャンバスに配置し，詳細
を定義します。
フォルト処理を行うアクティビティは複数定義できます。
アクティビティの配置方法については，「5.4.1 アクティビティを配置する」を参照してください。各
アクティビティの定義方法の詳細については，「5.6 アクティビティの定義」を参照してください。
2. フォルトコネクションを利用してフォルトが発生するアクティビティとフォルト処理を行うアクティ
ビティを連結します。
アクティビティの連結方法については，
「5.4.2(2) 連結の設定方法」を参照してください。また，フォ
ルトコネクションを利用できるアクティビティについては，
「5.4.2(5) アクティビティの連結条件」を
参照してください。
3. 連結線をダブルクリックします。
［フォルト処理の割当］ダイアログが表示されます。
［フォルト処理の割当］ダイアログの入力・表示内容の詳細については，マニュアル「サービスプラッ
トフォーム リファレンス」の「1.4.6 フォルト処理の割当ダイアログ」を参照してください。なお，
フォルト処理に割り当てられる変数はメッセージ型（XML）だけです。メッセージ型（non-XML およ
び any）は割り当てられません。
4. フォルト処理の条件を定義します。
フォルトの対象となる変数と，フォルトが発生した場合に処理する連結先のアクティビティを，それぞ
れ［割当変数］および［遷移先］ドロップダウンリストで指定します。
定義していないフォルトが発生した場合のフォルト処理を設定する場合，［割当変数］ドロップダウン
リストで「catch-all」を選択します。
サービスアダプタからサービス部品を呼び出したときに発生したエラーの例外を，サービスアダプタで
フォルト電文に変換する場合，変数の定義で設定した定義ファイルを［割当変数］ドロップダウンリス
トで選択します。定義ファイルの設定方法については，「5.5.1(6)(a) 新規に変数を定義する場合」を
参照してください。
5.［OK］ボタンをクリックします。
次の図に示すように，フォルトが発生した場合，フォルト処理を実行したあとに，フォルトが発生したアク
ティビティの次のアクティビティに処理が移ります。
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図 5‒2 フォルト処理を実行したあとの処理の流れ

(2)

一括してプロセスのフォルト処理を実行する場合の定義
プロセス内にフォルトが返るおそれのあるアクティビティが複数あった場合，アクティビティごとにフォル
ト処理を定義するのではなく，一括してプロセスのフォルト処理を実行できます。その場合，次の図に示す
ようにスコープアクティビティを使って，プロセス内の処理を 1 つのまとまりにして，フォルト処理を定
義します。
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図 5‒3

(3)

ビジネスプロセスの定義

スコープアクティビティを使って定義したフォルト処理

ビジネスプロセスのフォルト処理の定義で使用する電文フォーマット
ビジネスプロセスのフォルト処理の定義で使用する電文フォーマットについて説明します。

(a)

複数のフォルト名に対応する電文フォーマット
複数のユーザ定義例外を throw する Java プログラムから，SOAP アプリケーション開発支援機能
（Java2WSDL コマンド）を使用して Document スタイルの WSDL を生成し，これを入力としてサービス
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アダプタを定義すると，サービスアダプタ定義画面の［フォルト電文］に表示される複数のフォルト名に対
応する電文フォーマットは，同一のものとなります。この場合，電文フォーマットは，次の例に示すような
複数のルート要素を含む形式になっています。
複数のフォルト名に対応する電文フォーマット（ルートスキーマ）の例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://service"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://service"
xmlns:tns2="http://data.service"
xmlns:tns3="http://fault.service">
<xsd:import namespace="http://data.service"
schemaLocation="cscformat2.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://fault.service"
schemaLocation="cscformat3.xsd"/>
<xsd:element name="order">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="in0" type="tns2:OrderData"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="orderResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="orderReturn" type="tns2:OrderResult"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="StockShortageFault"
type="tns3:StockShortageFault"/>
<xsd:element name="InvalidCustomerFault"
type="tns:InvalidCustomerFault"/>
<xsd:complexType name="InvalidCustomerFault">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CustomerName" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
上記の例では，「StockShortageFault」と「InvalidCustomerFault」という 2 つのフォルトに対応した
フォルト電文が，「cscformat1.xsd」という 1 つの電文フォーマットで扱われています。
SOAP アプリケーション開発支援機能（Java2WSDL コマンド）を使用して rpc スタイルの WSDL を生
成し，フォルトを扱えるように，
「4.3.2 サービス部品電文を作成する（Web サービスの場合）」の注意事
項の手順で修正した WSDL を基にサービスアダプタを定義した場合も，同様の形式となります。
発生するフォルトに応じて処理を切り分けるために，この電文フォーマットをフォルトごとに別々の変数と
して定義し，［フォルト処理の割当］ダイアログで 2 つの catch の割当変数として定義した場合，2 つの
catch に割り当てられている変数のフォーマットは同一になってしまいます。そのため，どちらのフォルト
が発生しても先に定義されている catch に適合してしまい，要因に応じたフォルト処理が呼び出されませ
ん。
フォルト電文がこのようなフォーマットになっている場合は，次に示す方法でビジネスプロセスを定義して
対処してください。
(b)

定義方法
フォルトごとに変数を定義しないで，電文フォーマットが同一のフォルトに対して共通となる変数を 1 つ
定義します。フォルト処理の遷移先も 1 つにし，
［フォルト処理の割当］ダイアログで，共通となる変数を
割り当てます。ただし，想定外のフォルト処理のために，別途 catchAll の遷移先を設定することもできま
す。
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フォルト処理の遷移先には分岐アクティビティを配置し，ルートの要素名などで発生したフォルトを切り分
ける分岐条件を記述します。
共通となる変数を割り当てた場合の概念図を次に示します。
図 5‒4

共通となる変数を割り当てた場合の概念図

ルート要素名を取得して一致判定（図中の「ルート要素判定」）を実施する分岐条件の記述例を次に示しま
す。
csc:getVariableData('Fault変数1','local-name(/*)')="StockShortageFault"
「Fault 変数 1」の部分にフォルト共通変数の変数名，
「StockShortageFault」の部分にルート要素名を指定
します。
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5.5

変数・相関セットの定義

5.5.1

変数の定義

ビジネスプロセスを定義する場合，変数には，文字，メッセージに含まれる数値や条件式の項となる数値，
またはメッセージを入れることができます。変数の値は，データベースに記録できるため，実行履歴として
管理できます。

(1)

変数の種類
変数にはグローバル変数とローカル変数の 2 種類があります。
• グローバル変数
グローバル変数は，1 つのプロセスインスタンス内であればどこからでも参照できます。また，プロセ
スが完了しても変数の値はデータベースに記録されているため，ビジネスプロセス全体の進行状況を分
析できます。変数名は，プロセス内で一意にします。
• ローカル変数
ローカル変数は，宣言したスコープ内で参照できます。宣言しているスコープが終了すると，変数の値
もデータベースから削除されるため，プロセス実行中の条件判定など一時的に値を参照するために利用

できます。変数名は，スコープ内で一意にします。スコープが異なれば同じ変数名を宣言できます。た
だし，変数を参照する場合に，参照個所で最も内側に近いスコープで宣言された変数を参照します。

(2)

変数の型
変数には次に示す型の値を定義できます。変数は，定義した型の値だけを保持できます。
• boolean 型：真偽（true または false）
• numeric 型：数値（64 ビット浮動小数）
• string 型：文字列
• メッセージ型：変数に代入する値は，変数に関連づけられたフォーマット定義に従います。変数の種別
によって，次のフォーマットを定義します。
XML：XML スキーマでフォーマットを定義します。
non-XML：バイナリフォーマット定義ファイルでフォーマットを定義します。
any：フォーマットを定義しません。

(3)

変数を割り当てられるアクティビティ
次の表に示すアクティビティの項目について変数を割り当てられます。
表 5‒4

変数を割り当てられるアクティビティと項目

アクティビティ

項目

割り当てられる内容

備考
相関セットの指定
にも利用されます。

受付アクティビティ

要求電文

サービスリクエスタから受け取る要求電文を参照す
るメッセージ型の変数

応答アクティビティ

応答電文

サービスリクエスタへの応答電文またはフォルト電
文を参照するメッセージ型の変数

サービス呼出アクティビ
ティ（同期）

要求電文

同期サービスを呼び出す際の要求電文を参照する
メッセージ型の変数
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アクティビティ

割り当てられる内容

備考

応答電文

呼び出した同期サービスから受け取る応答電文を参
照するメッセージ型の変数

相関セットの指定
にも利用されます。

フォルト電文

呼び出した同期サービスでフォルトが発生した場合
に受け取る応答電文を参照するメッセージ型の変数

−

サービス呼出アクティビ
ティ（非同期）

要求電文

非同期サービスを呼び出す際の要求電文を参照する
メッセージ型の変数

相関セットの指定
にも利用されます。

Java 呼出アクティビティ

引数

ユーザの作成した Java クラスを呼び出す際の引数
となる値を参照する変数

−

戻り値

呼び出した Java クラスからの戻り値を参照する変

−

変換元データ

データ変換アクティビティでデータ変換を行う際の
変換元データを参照するメッセージ型の変数で，複
数指定が可能

−

変換先データ

データ変換アクティビティでデータ変換を行う際の
変換先データを参照するメッセージ型の変数

−

コピー元

代入アクティビティでデータのコピーを行う際の，
コピー元となるデータを参照する変数

−

コピー先

代入アクティビティでデータのコピーを行う際の，
コピー先となるデータを参照する変数

−

フォルト送出アクティビ
ティ

フォルト電文

フォルト送出アクティビティでフォルトを送出する
際に，フォルト電文を参照するメッセージ型の変数

−

待機アクティビティ

待機時間

待機時間の値を参照する変数

−

検証アクティビティ

検証する変数

検証する変数

−

繰り返しアクティビティ

繰り返し条件

繰り返しのループ変数や終端条件式の項となる値を
参照する変数

−

繰り返しリスト

繰り返しリストを取得するための式で参照する変数

−

繰り返し要素変
数

繰り返し要素を格納する変数

−

分岐条件

分岐条件の式の項となる値を参照する変数

−

サービス呼出アクティビ
ティ（同期）

データ変換アクティビ
ティ

代入アクティビティ

分岐アクティビティ

項目

ビジネスプロセスの定義

数

（凡例）
−：該当しません。

(4)

変数の表示とパスの取得
変数・相関セット一覧ダイアログの［表示］ボタンをクリックすると，変数の表示ダイアログが表示されま
す。変数と一致した XML スキーマをツリービューとして表示できます。ツリービューで表示された変数
を選択すると，［選択パス］に選択した変数のパスがルート要素からの絶対パスで表示されます。
また，変数を選択して，右クリックし，［パスの取得］を選択すると，ルート要素からの絶対パスを取得で
きます。取得したパスは，任意の個所に貼り付けることができます。
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!

注意事項
変数の表示ダイアログを操作する場合は，次の点に注意してください。
• 変数の表示ダイアログで表示される XML スキーマは編集できません。
• ツリービューで選択できる変数は 1 つだけです。
• 変数の表示ダイアログで表示しようとしている変数の XML スキーマで，要素が再帰になっている場合，2 階
層目以降の要素は表示されません。
• XML スキーマの substitutionGroup 属性は無視されます。

(5)
(a)

変数を使用する場合の注意事項
スコープアクティビティを使用している場合の変数の使用
ビジネスプロセス内またはスコープ内のアクティビティで使用する変数を追加したり，編集したりできま
す。このとき，外側のスコープで宣言した変数は，内側のスコープから参照できますが，内側のスコープで
宣言した変数はスコープ外からは参照できません。また，スコープが異なる場合は，同じ変数名を宣言でき
ます。次に示す図の場合，スコープ A やスコープ B はプロセス（外側）の変数を参照できますが，プロセ
ス（外側）からはスコープ A やスコープ B の変数は参照できません。
図 5‒5 スコープと変数の関係

(b)

フォルト処理を定義する場合の変数の使用
スコープアクティビティにフォルト処理を定義する場合，［フォルト処理の割当］ダイアログで割り当て変
数として使用する変数を選択します。選択できる変数は，フォルトの対象となるスコープ（スコープアク
ティビティを含む），またはその外側のスコープで定義された変数です。ただし，
［フォルト処理の割当］ダ
イアログで選択した変数と同じ名前の変数が，フォルトの対象のスコープでも定義されている場合，［フォ
ルト処理の割当］ダイアログで選択した変数ではなく，フォルトの対象となるスコープで定義された変数が
実行時に使用され，意図しない動作をする場合があります。したがって，スコープアクティビティにフォル
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ト処理を定義する場合，［フォルト処理の割当］ダイアログで選択した変数と同じ名前の変数が，フォルト
の対象となるスコープに定義されていないことを確認してください。
(c)

変数の定義で設定する電文フォーマット
電文フォーマットのファイル名
変数の定義時には，同じファイル名で異なる XML スキーマの電文フォーマットである定義ファイルを
複数の変数で設定できます。しかし，実行時には，どれか 1 つの XML スキーマが使用されるため，意
図しない動作をする場合があります。したがって，変数の定義で設定する電文フォーマットのファイル
名と XML スキーマは，必ず 1 対 1 になるように設定してください。
外部の XML スキーマの参照を含む電文フォーマットの設定
外部の XML スキーマを参照している電文フォーマットを設定する場合，必ずルートスキーマに当たる
ファイルを設定してください。ルートスキーマから参照される外部の XML スキーマファイルは，自動
的に取り込まれます。
電文フォーマットの形式
変数に使用する電文フォーマットは，一定の条件を満たしている必要があります。条件の詳細について
は，「2.6.5 XML スキーマの適用範囲」を参照してください。

(d)

変数の定義情報の変更
変数および相関セットの定義情報（変数名，型，電文フォーマット，部分）は，必要に応じて変更または削
除できます。
!

注意事項
変数の定義情報を変更する場合は，次の点に注意してください。
• データ変換アクティビティで使用している変数の電文フォーマットを変更した場合は，データ変換を定義し
直してください。電文フォーマットを変更した場合の手順については，「6.3.2 電文フォーマットを変更し
た場合の定義手順」を参照してください。
• データ変換定義ファイルが定義済みのデータ変換アクティビティで使用している変数の変数名を変更した場
合，警告メッセージが表示されます。この場合，変更した変数に関わるマッピングは破棄されます。
• 変数の定義情報を変更すると，その変数を割り当てた個所に，再度割り当てが必要になる場合があります。
例えば，あるアクティビティに変数 X を割り当て，その後，その変数 X の名前を変数 Y に変更した場合，次
のどちらかを行ってください。
・アクティビティへ再度変数を割り当てる。
・再度変数 X を定義する。
• ビジネスプロセスをバージョンアップしたあとに変数を変更する場合は注意が必要です。詳細は，
「5.9.4(3) ビジネスプロセスのバージョンアップ時の注意事項」を参照してください。

(e)

変数の定義情報の初期化
ビジネスプロセスを実行するときに，変数には，文字，メッセージに含まれる数値や条件式の項となる数
値，またはメッセージを設定する必要があります。
サービスリクエスタからの要求を受け付けたときや，サービス呼出アクティビティでサービスからの応答を
受け取ったときは，変数に値が入っていますが，それ以外はデータ変換アクティビティや代入アクティビ
ティなどを使用して変数に値を設定（初期化）する必要があります。
変数の初期化が不要な場合について説明します。
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次の個所に指定している変数は，変数（電文）を参照する前に値が設定されているため，変数の初期化は不
要です。
• サービスリクエスタから要求を受け付けた変数
• サービス呼出アクティビティの応答電文のボディ割当変数/ヘッダ割当変数
• Java 呼出アクティビティの戻り値用割当変数
• データ変換アクティビティの変換先変数
• 代入アクティビティのコピー先の変数
• フォルトコネクションに指定した割当変数
変数の初期化が不要な場合の例を次の図に示します。
図 5‒6

変数の初期化が不要な場合の例

変数 A：
サービスリクエスタからの要求電文が変数の値として設定されます。また，サービス呼出は値が設定済
みの変数 A を要求電文としているため，初期化は不要です。
変数 B：
サービスからの応答電文で変数が設定されるため，初期化は不要です。
変数の初期化が必要な場合について説明します。
変数の初期化が不要な場合に示した個所に指定していない変数は値が設定されていないため，ビジネスプロ
セス上で参照するとエラーになります。事前に値を設定し，変数を初期化しておく必要があります。
値が設定されていない変数を指定する可能性のある個所を次に示します。
• サービス呼出アクティビティの要求電文のボディ割当変数/ヘッダ割当変数
• Java 呼出アクティビティの引数用割当変数
• データ変換アクティビティの変換元変数

174

5

ビジネスプロセスの定義

• 代入アクティビティのコピー元の変数
• 待機アクティビティ，検証アクティビティ，繰り返しアクティビティ，分岐アクティビティ，リンクコ
ネクションの XPath 式内で変数名を記述している個所
• 応答アクティビティのボディ割当変数/ヘッダ割当変数
変数の初期化が必要な場合の例を次の図に示します。
図 5‒7

変数の初期化が必要な場合の例

変数 A：
サービスリクエスタからの要求電文が変数に設定されているため，初期化は不要です。
変数 B：
変数の初期化が必要になります。データ変換 A で変数 A の情報を基に，変数 B に値を設定します。
変数 C：
サービスからの応答電文が変数に設定されるため，初期化は不要です。
変数 D：
変数の初期化が必要になります。データ変換 B で変数 C の情報を基に，変数 D に値を設定します。

(6) 変数の定義方法
(a) 新規に変数を定義する場合
新規に変数を定義する手順を次に示します。なお，変数は，繰り返しアクティビティ内のキャンバスでは定
義できません。
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1. 次のどちらかの方法で，変数・相関セット一覧ダイアログを表示します。
• ビジネスプロセス定義画面のキャンバス上の［変数・相関セット］アイコンをダブルクリックしま
す。
• 次に示すアクティビティダイアログの［編集］ボタンをクリックします。
・受付アクティビティ
・応答アクティビティ
・サービス呼出アクティビティ
・Java 呼出アクティビティ
・データ変換アクティビティ
・代入アクティビティ
・フォルト送出アクティビティ
・検証アクティビティ
2. 一覧から「変数一覧」を選択します。
3. 変数名を入力します。
4. 変数の種別をドロップダウンリストから選択します。
5. 必要に応じて，次のどちらかの操作をします。
変数の種別がメッセージ型の場合で，呼び出すサービス部品またはユーザ定義受付の要求電文，応答電
文，またはフォルト電文に設定されている電文フォーマットを，変数に設定する場合
［取込］ボタンをクリックし，［電文フォーマットの取込］ダイアログを表示します。［電文フォー
マットの取込］ダイアログで，使用する電文フォーマットを指定します。
［電文フォーマットの取込］ダイアログの入力・表示項目の詳細については，マニュアル「サービス
プラットフォーム リファレンス」の「1.4.5 電文フォーマットの取込ダイアログ」を参照してくだ
さい。
［電文フォーマットの取込］ダイアログでの操作の終了後，手順 6.に進みます。
変数の種別がメッセージ型の場合で，上記以外の場合
［参照］ボタンをクリックして，変数を使用する電文フォーマットの定義ファイルを設定します。
サービスアダプタからサービス部品を呼び出したときに発生したエラーの例外を，サービスアダプ
タでフォルト電文に変換する場合は，［参照］ボタンをクリックして，<サービスプラットフォーム
のインストールディレクトリ>\CSC\system\msg\cscfault.xsd を選択してください。
6. 変数の種別がメッセージ型の場合，［部分指定］チェックボックスにチェックします。
7.［行追加］ボタンをクリックし，部分名，指定式，および型を指定します。
8.［追加］ボタンをクリックします。
変数一覧に，追加した変数が表示されます。
9.［OK］ボタンをクリックします。
!

注意事項
変数・相関セット一覧ダイアログから電文フォーマットの定義ファイルを指定する場合，ファイル名は NCName
型で指定します。
NCName 型ではない場合，指定時にエラーとなります。
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電文フォーマットの定義ファイルを変更した場合
変数の定義で設定した電文フォーマットの定義ファイルを変更した場合，変更後の定義ファイルの内容は，
次の手順で反映できます。
1. 変数・相関セット一覧ダイアログを表示します。
変数・相関セット一覧ダイアログを表示する方法については，「5.5.1(6)(a)
合」の手順 1.を参照してください。

新規に変数を定義する場

2. 次のどちらかの操作をします。
変数の種別がメッセージ型の場合で，呼び出すサービス部品またはユーザ定義受付の要求電文，応答電
文，またはフォルト電文に設定されている電文フォーマットを，変数に設定する場合
［取込］ボタンをクリックし，［電文フォーマットの取込］ダイアログを表示します。［電文フォー
マットの取込］ダイアログで，使用する電文フォーマットを指定します。
［電文フォーマットの取込］ダイアログの入力・表示項目の詳細については，マニュアル「サービス
プラットフォーム リファレンス」の「1.4.5 電文フォーマットの取込ダイアログ」を参照してくだ
さい。
［電文フォーマットの取込］ダイアログでの操作の終了後，手順 3.に進みます。
変数の種別がメッセージ型の場合で，上記以外の場合
［参照］ボタンをクリックして，変数を使用する電文フォーマットの定義ファイルを設定します。
3.［更新］ボタンをクリックします。

(7)

電文フォーマットの定義ファイルの出力
電文フォーマットの定義ファイルの出力方法について説明します。
コピー元のアクティビティに設定した変数の電文フォーマットをコピー先のアクティビティの変数に設定
したい場合などに，変数・相関セット一覧ダイアログで電文フォーマットの定義ファイルを出力できます。
出力できる電文フォーマットの定義ファイルの形式は次のどちらかです。
• 電文フォーマットの定義ファイルの拡張子：xsd（変数の型：XML）
• 電文フォーマットの定義ファイルの拡張子：fdx（変数の型：non-XML）
電文フォーマットの定義ファイルの出力手順を次に示します。
1. 変数・相関セット一覧ダイアログの［出力］ボタンをクリックします。
出力先を指定するためのダイアログが表示されます。
2. 出力先を指定して［OK］ボタンをクリックします。
指定したフォルダに電文フォーマットの定義ファイルが出力されます。出力対象が複数の定義ファイ
ルから成るメッセージ型（XML）変数の場合は，出力ファイル名が自動的に与えられます。

5.5.2

相関セットの定義

相関セットは，サービスリクエスタから送信された要求電文を一意に識別するために利用する文字列です。

(1)

相関セットによるプロセスインスタンスの識別
ビジネスプロセスは，受付アクティビティダイアログの［インスタンス生成］に［yes］を指定した受付ア
クティビティへの要求ごとに，プロセスインスタンスを生成します。
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サービスリクエスタから要求電文を受け取れるプロセスインスタンスが HCSC サーバ上に複数ある場合，
HCSC サーバは要求電文に含まれる相関セットの値を利用してプロセスインスタンスを特定します。
例えば，あるビジネスプロセスに，サービスリクエスタからの要求を受け付ける受付アクティビティが 2
つ定義されているとします。1 つ目の受付アクティビティへ要求を行い，2 つ目の受付アクティビティでビ
ジネスプロセスが待ち受け状態になっている場合，1 つ目の受付アクティビティへの要求電文に含まれる相
関セットの値と同じ値を 2 つ目の受付アクティビティへの要求電文に含めます。相関セットに同じ値を指
定することで，2 つの要求が同じプロセスインスタンスへのリクエストであると特定できます。これによっ
て，2 つ目の受付アクティビティ以降の処理を継続できます。
相関セットによるプロセスインスタンスの識別の例を次の図に示します。
図 5‒8
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複数の受付アクティビティがあるビジネスプロセスを実現するには，要求電文に含まれる値のうち，どの値
を相関セットに使用するかをビジネスプロセスに定義する必要があります。ビジネスプロセスおよびサー
ビスリクエスタを設計するときに，プロセスインスタンスを一意に特定するキーとなる値をサービスリクエ
スタからの要求電文に設定してください。
相関セットは，要求電文に含まれる 1 つの部分または複数の部分の連結によって構成することができます。
ビジネスプロセスで相関セットを使用すると，相関セットの値をキーとして，プロセスインスタンスの実行
履歴を検索できます。実行履歴を検索することで，特定のリクエストの実行状態を確認できます。プロセス
インスタンスの実行履歴の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用
ガイド」の「6.1 プロセスインスタンスの実行履歴の管理」を参照してください。

(2)

相関セットを割り当てられるアクティビティ
ビジネスプロセスでは，受付アクティビティ，応答アクティビティおよびサービス呼出アクティビティに相
関セットを設定できます。また，1 つの電文には複数の相関セットを設定できます。
アクティビティごとに，相関セットの設定の要否，および相関セットの役割が異なります。

(a)

受付アクティビティ，応答アクティビティの場合
受付アクティビティおよび応答アクティビティでは，インスタンスの生成の設定，割り当てた相関セットを
初期化するかどうかの設定によって，相関セットの指定の要否および相関セットの内容が異なります。
インスタンスの生成の設定は，受付アクティビティダイアログで設定できます。また，相関セットを初期化
するかどうかの設定は，割当相関セット群ダイアログで設定できます。
受付アクティビティダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.4.7 受付アクティビティダイアログ」を参照してください。割当相関セット群ダイアログについては，
マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.3 割当相関セット群ダイアログ」を参照
してください。
表 5‒5

アクティビ
ティ
受付

相関セットの設定の要否と内容（受付・応答）
インスタ
ンスの生
成
yes

no

応答

−

初期化
の設定

設定
の要
否

最大
設定
数

設定した相関セットの内容

yes

任意

1

プロセスインスタンスを生成するとき，プロセスインスタンスを
識別するための相関セットが，変数として定義されている受信
メッセージから生成されます。

no

設定
不可

−

−

yes

任意

1

生成済みのプロセスインスタンスを検索したあと，検索されたプ
ロセスインスタンスに対する新たな相関セットが，変数として定
義されている受信メッセージから生成されます。

no

必須

1

指定した相関セットは，生成済みのプロセスインスタンスを検索
するために，変数として定義されている受信メッセージ内の相関
セットとして利用されます。

yes

任意

1

サービスリクエスタに応答を返すとき，変数として定義されてい
る応答メッセージから新たな相関セットが生成されます。
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アクティビ
ティ

インスタ
ンスの生
成

応答

−

初期化
の設定
no

設定
の要
否
任意

最大
設定
数
1

設定した相関セットの内容

サービスリクエスタに応答を返すとき，変数として定義されてい
る応答メッセージ内の相関セットの値と，プロセスインスタンス
の相関セットの値とが一致しているかどうかがチェックされま
す。

（凡例）
−：該当しません。

(b)

サービス呼出アクティビティの場合
サービス呼出アクティビティでは，割り当てた相関セットのパターンの設定，および相関セットを初期化す
るかどうかの設定によって，相関セットの指定の要否および相関セットの内容が異なります。
割り当てた相関セットのパターンの設定，および相関セットを初期化するかどうかの設定は，割当相関セッ
ト群ダイアログで設定できます。
割当相関セット群ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」
の「1.4.3

表 5‒6
アクティビ
ティ
サービス呼
出

割当相関セット群ダイアログ」を参照してください。

相関セットを割り当てられるアクティビティ（サービス呼出）
パターン
の設定
out

in

out-in

初期化
の設定

設定
の要
否

最大
設定
数

設定した相関セットの内容

yes

任意

1

サービス部品にメッセージを送信するとき，変数として定義され
ている送信メッセージから新たな相関セットが生成されます。

no

任意

1

サービス部品にメッセージを送信するとき，変数として定義され
ている送信メッセージ内の相関セットの値と，プロセスインスタ
ンスの相関セットの値とが一致しているかどうかがチェックさ
れます。

yes

任意

1

サービス部品から応答を受けたとき，変数として定義されている
応答メッセージから新たな相関セットが生成されます。

no

任意

1

サービス部品から応答を受けたとき，変数として定義されている
応答メッセージ内の相関セットの値と，プロセスインスタンスの
相関セットの値とが一致しているかどうかがチェックされます。

yes

任意

1

送信時
サービス部品にメッセージを送信するとき，変数として定義
されている送信メッセージから新たな相関セットが生成され
ます。
受信時
サービス部品から応答を受けたとき，変数として定義されて
いる応答メッセージ内の相関セットの値と，プロセスインス
タンスの相関セットの値とが一致しているかどうかがチェッ
クされます。

no

任意

1

送信時
サービス部品にメッセージを送信するとき，変数として定義
されている送信メッセージ内の相関セットの値と，プロセス
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アクティビ
ティ
サービス呼
出

パターン
の設定
out-in

初期化
の設定
no

設定
の要
否
任意

最大
設定
数
1
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設定した相関セットの内容

インスタンスの相関セットの値とが一致しているかどうかが
チェックされます。
受信時
サービス部品から応答を受けたとき，変数として定義されて
いる応答メッセージ内の相関セットの値と，プロセスインス
タンスの相関セットの値とが一致しているかどうかがチェッ
クされます。

(3)
(a)

相関セットを使用する場合の注意事項
スコープアクティビティを使用している場合の相関セットの使用
ビジネスプロセス内またはスコープ内のアクティビティで使用する相関セットを，変数と同様に追加した
り，編集したりできます。詳細は，
「5.5.1(5)(a) スコープアクティビティを使用している場合の変数の使
用」を参照してください。

(b) 相関セットの定義情報の変更
相関セットの定義情報は必要に応じて変更または削除できます。
相関セットの定義で使用されている変数の定義情報を変更する場合の注意事項については，
「5.5.1(5)(d)
変数の定義情報の変更」を参照してください。
ビジネスプロセスをバージョンアップしたあとに相関セットを変更する場合は注意が必要です。詳細は，
「5.9.4(3) ビジネスプロセスのバージョンアップ時の注意事項」を参照してください。
!

注意事項
相関セットの定義情報を変更すると，その相関セットを割り当てた個所に，再度割り当てが必要になる場合があ
ります。
例えば，あるアクティビティに相関セット A を割り当て，その後，その相関セット A の名前を相関セット B に
変更した場合，次のどちらかを行ってください。
• アクティビティへ再度相関セットを割り当てる。
• 再度相関セット A を定義する。

(c)

相関セットの有効範囲
ビジネスプロセスのグローバル変数で相関セットが宣言されている場合，該当するプロセスインスタンスの
処理が完了するまでの間が有効範囲となります。
また，スコープ内のアクティビティで使用する相関セットを宣言している場合，該当するスコープ内の処理
が完了するまでの間が有効範囲となります。
処理が完了した時点で相関セットは無効となります。
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(4)
(a)

相関セットの定義方法
相関セットの新規定義
相関セットを定義するには，あらかじめ変数を定義し，定義した変数の中で相関セットとして利用する部分
の部分指定を定義しておきます。新規に相関セットを定義する手順を次に示します。なお，相関セットは，
繰り返しアクティビティ内のキャンバスでは定義できません。
1. 次のどちらかの方法で，変数・相関セット一覧ダイアログを表示します。
• ビジネスプロセス定義画面のキャンバス上の［変数・相関セット］アイコンをクリックします。
• 次に示すアクティビティダイアログの［編集］ボタンをクリックします。
・受付アクティビティ
・応答アクティビティ
・サービス呼出アクティビティ
2. 一覧から「相関セット一覧」を選択します。
3. 相関セット名を入力します。
4.［行追加］ボタンをクリックし，
［取得部］に利用変数および部分名を追加し，相関セットとして使用す
る部分を指定します。
相関セットに指定できるのは，メッセージ型の変数（XML 型）で，かつメッセージ型以外の型を指定
した部分名です。
利用するメッセージ型の変数が複数ある場合は，利用変数および部分名をドロップダウンリストから選
択します。
なお，複数の部分を連結して連結後の文字列を相関セット値として設定する場合は，さらに［行追加］
ボタンをクリックして利用変数および部分名を追加します。
5.［追加］ボタンをクリックします。
相関セット一覧に，追加した相関セットが表示されます。
6.［OK］ボタンをクリックします。

(b)

アクティビティからの相関セットの設定
「表 5-6 相関セットを割り当てられるアクティビティ（サービス呼出）」に示すアクティビティから，相関
セットを設定する手順を次に示します。
1. 各アクティビティのダイアログの［設定］ボタンをクリックします。
割当相関セット群ダイアログが表示されます。
2. アクティビティに割り当てる相関セットを［相関セット群］から選択します。
3.［相関セット群］にない場合は，［編集］ボタンをクリックします。
4. 変数・相関セット一覧ダイアログが表示されるので，相関セットを追加します。
5. 割当相関セット群ダイアログで初期化するかどうかを指定します。

(5)

相関セットを利用した定義の例
相関セットを利用するビジネスプロセスの定義について，例を用いて説明します。
次の図に示すように，申請とその結果を非同期で確認する申請結果確認のリクエストを受け付けるビジネス
プロセスを例として利用します。
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定義するビジネスプロセスの例

上記の図に示したビジネスプロセスを定義する場合の変数，相関セット，および受付アクティビティの定義
内容を次に示します。
変数および相関セットの定義
次の表に示すように，利用する変数と相関セットを定義します。変数および相関セットは，［変数・相
関セット一覧］ダイアログで定義します。［変数・相関セット一覧］ダイアログについては，マニュア
ル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.1 変数・相関セット一覧ダイアログ」を参照
してください。
表 5‒7

申請の要求電文に対応する変数の定義内容（例）

［変数・相関セット一覧］ダイアログ（変数情報の表示）
での設定項目

設定する値

変数名

申請メッセージ

種別

XML

電文フォーマット

申請メッセージ.xsd

部分指定

部分名

申請 ID

指定式

/req1/id

型

string
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表 5‒8

申請結果確認の要求電文に対応する変数の定義内容（例）

［変数・相関セット一覧］ダイアログ（変数情報の表示）
での設定項目

設定する値

変数名

申請確認メッセージ

種別

XML

電文フォーマット

申請確認メッセージ.xsd

部分指定

表 5‒9

部分名

申請 ID

指定式

/req2/id

型

string

相関セットの定義内容（例）

［変数・相関セット一覧］ダイアログ（相関セット情報の
表示）での設定項目
相関セット名

設定する値
申請相関 ID

取得部

利用変数

申請メッセージ※

部分名

申請 ID

注※
利用変数には「申請メッセージ」と「申請確認メッセージ」のどちらでも指定できます。

受付アクティビティの定義
次の表に示すように，受付アクティビティを定義します。受付アクティビティは受付アクティビティダ
イアログで定義します。受付アクティビティダイアログについては，マニュアル「サービスプラット
フォーム リファレンス」の「1.4.7 受付アクティビティダイアログ」を参照してください。
表 5‒10

申請のリクエストを受け付ける受付アクティビティの定義内容（例）

［受付アクティビティ］ダイアログでの設定項目

設定する値

アクティビティ名

申請受付

オペレーション名

request

割当変数

申請メッセージ

割当相関セット群

相関セット名

申請相関 ID

初期化

yes

通信モデル

非同期

インスタンス生成

yes

表 5‒11

申請結果確認のリクエストを受け付ける受付アクティビティの定義内容（例）

［受付アクティビティ］ダイアログでの設定項目

設定する値

アクティビティ名

確認受付

オペレーション名

confirm
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設定する値
申請確認メッセージ

相関セット名

申請相関 ID

初期化

no

通信モデル

同期

インスタンス生成

no
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5.6

アクティビティの定義

アクティビティは，キャンバス上に配置・連結するとともに，詳細内容の定義をする必要があります。
定義できるアクティビティと定義内容の概要を次の表に示します。
表 5‒12

定義できるアクティビティ

アクティビティ

定義内容

開始

ビジネスプロセスの開始を表します。

受付※

サービスリクエスタからの要求電文を受け付けるためのインターフェースを定義します。

応答※

サービスリクエスタから同期受信した要求電文に対する応答またはフォルトを返すための
インターフェースを定義します。

サービス呼出※

定義済みの HCSC コンポーネントへの要求電文の送信を定義します。

Java 呼出

専用インターフェースを実装した Java クラスの呼び出しを定義します。

データ変換

データ変換処理を定義します。

代入

次の処理を実行するための定義をします。
• ある変数（基本型，メッセージ型）をほかの変数に代入する
• ある変数の一部をほかの変数に代入する
• 値（数値，文字列，真偽値）を作成し，変数に代入する

無操作

実行しても何の動作も行わないことを定義します。

フォルト送出

上位のスコープアクティビティへのフォルトの通知を定義します。

待機※

処理フローを一定の間隔または期限まで待機させる処理を定義します。

検証

ビジネスプロセス内で送受信される電文の妥当性を検証します。

スコープ

1 つまたは複数のアクティビティから構成される処理フローを，ひとつの単位（スコープ）
として定義します。

繰り返し

1 つまたは複数のアクティビティを，指定した条件で繰り返し処理するための定義をしま
す。

分岐（開始）

条件式の結果によってビジネスプロセスの処理の分岐を定義します。分岐の開始個所と終
了個所で定義が必要です。

分岐（終了）
並列処理（開始）
並列処理（終了）
終了

処理フローを複数のシーケンスに分けて同時に実行する（処理フローの並列化）処理を定義
します。
並列処理の開始個所と終了個所で定義が必要です。
ビジネスプロセスの終了を表します。

注※
ビジネスプロセスにステータスの永続化が設定されている場合，受付，応答，サービス呼出，待機アクティビティの
処理が，アクティビティの状態を確定するタイミング（トランザクションの開始とコミットのタイミング）になりま
す。
トランザクションの開始とコミットのタイミングについては，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の
「3.4 ビジネスプロセスのトランザクション」を参照してください。
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各アクティビティの定義の詳細について，以降の項で説明します。
参考
開始アクティビティおよび終了アクティビティ以外のアクティビティは，定義内容を保持したままビジネスプロ
セス画面上で任意の場所にコピーすることができます。
ただし，アクティビティのコピー時に，参照する変数がコピー先に存在しないなど，アクティビティ間で変数の
不整合が発生する場合があります。この場合，コピー元の変数の電文フォーマットを出力して，コピー先の変数
に設定してください。変数に設定した電文フォーマットの出力方法については，
「5.5.1(7) 電文フォーマットの
定義ファイルの出力」を参照してください。

5.6.1

開始アクティビティ

ビジネスプロセスの開始を表すアクティビティです。キャンバス上に 1 つだけ配置されます。このアク
ティビティは削除できません。
なお，開始アクティビティには，定義する内容はありません。

5.6.2

受付アクティビティ

ビジネスプロセスがサービスリクエスタからの要求電文を受け付けるためのインターフェースを定義する
アクティビティです。1 つのビジネスプロセス内にサービスリクエスタに公開するオペレーションが複数
ある場合，そのオペレーションの数だけ定義が必要です。
受付アクティビティは，［受付アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。

(1)

定義手順
定義の手順を次に示します。
1. 受付アクティビティをキャンバスに配置します。
アクティビティを配置する方法については，
「5.4.1

アクティビティを配置する」を参照してください。

2. 次のどちらかの方法で［受付アクティビティ］ダイアログを表示させます。
• キャンバスの受付アクティビティをダブルクリックする
• キャンバスの受付アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する
［受付アクティビティ］ダイアログが表示されます。
3.［受付アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。
［受付アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラッ
トフォーム リファレンス」の「1.4.7 受付アクティビティダイアログ」を参照してください。
• ［ボディ割当変数］に設定する変数の内容を編集する場合
［編集］ボタンをクリックします。表示される［変数・相関セット一覧］ダイアログで，変数の内容
を編集できます。この項目には，メッセージ型（XML，non-XML または any）の変数を設定でき
ます。
［変数・相関セット一覧］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォー
ム リファレンス」の「1.4.1 変数・相関セット一覧ダイアログ」を参照してください。
なお，該当するオペレーションを持つユーザ定義受付を定義している場合，ユーザ定義受付の電文
フォーマットを変数に設定できます。設定は，［電文フォーマットの取込］ダイアログで行います。
［電文フォーマットの取込］ダイアログは，［変数・相関セット一覧］ダイアログの［取込］ボタン
をクリックすると表示されます。

187

5

ビジネスプロセスの定義

［電文フォーマットの取込］ダイアログを表示する際，
［受付アクティビティ］ダイアログでオペレー
ション名を設定しておくと，ユーザ定義受付内にある該当するオペレーションの電文フォーマット
が選択された状態になります。
［電文フォーマットの取込］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム
リファレンス」の「1.4.5 電文フォーマットの取込ダイアログ」を参照してください。
• ［ヘッダ割当変数］を設定する場合
［設定］ボタンをクリックします。表示される［ヘッダ割当変数］ダイアログでヘッダに割り当てる
変数を設定します。この項目には，メッセージ型（XML）の変数を設定できます。メッセージ型
（non-XML または any）の変数は設定できません。［ヘッダ割当変数］ダイアログの詳細について
は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.2 ヘッダ割当変数ダイアロ
グ」を参照してください。
• ［割当相関セット群］を設定する場合
［設定］ボタンをクリックします。表示される［割当相関セット群］ダイアログで割当相関セットを
設定します。［割当相関セット群］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラット
フォーム リファレンス」の「1.4.3 割当相関セット群ダイアログ」を参照してください。
4.［OK］ボタンをクリックします。

(2)

定義時の注意事項
• アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。
• アクティビティ名は 64 バイト以内にしてください。
• ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。
• オペレーション名は，ビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してくださ
い。
• 同期の受付アクティビティの場合，そのオペレーションに対応する応答アクティビティを設定してくだ
さい。
• 同期の受付アクティビティの場合，そのオペレーションに対応する応答アクティビティの間には，別の
受付アクティビティを設定しないでください。
• インスタンスを生成するすべての受付アクティビティは，使用する相関セットを同じになるように設定
してください。
• インスタンスを生成する受付アクティビティを 1 つ以上作成してください。
• ビジネスプロセスをバージョンアップしたあとに受付アクティビティの定義情報を変更する場合は注
意が必要です。詳細は，
「5.9.4(3) ビジネスプロセスのバージョンアップ時の注意事項」を参照してく
ださい。

5.6.3

応答アクティビティ

ビジネスプロセスがサービスリクエスタから同期受信した要求電文に対して，応答またはフォルトを返すた
めのインターフェースを定義するアクティビティです。対応する受付アクティビティの通信モデルに同期
受付を定義した場合，必ず定義します。
応答アクティビティは，［応答アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。

(1) 定義手順
定義の手順を次に示します。
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1. 応答アクティビティをキャンバスに配置します。
アクティビティを配置する方法については，
「5.4.1

アクティビティを配置する」を参照してください。

2. 次のどちらかの方法で［応答アクティビティ］ダイアログを表示させます。
• キャンバスの応答アクティビティをダブルクリックする
• キャンバスの応答アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する
［応答アクティビティ］ダイアログが表示されます。
3.［応答アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。
［応答アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラッ
トフォーム リファレンス」の「1.4.8 応答アクティビティダイアログ」を参照してください。
• ［ボディ割当変数］に設定する変数の内容を編集する場合
［編集］ボタンをクリックします。表示される［変数・相関セット一覧］ダイアログで，変数の内容
を編集できます。この項目には，メッセージ型（XML，non-XML または any）の変数を設定でき
ます。
［変数・相関セット一覧］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォー
ム リファレンス」の「1.4.1 変数・相関セット一覧ダイアログ」を参照してください。
なお，該当するオペレーションを持つユーザ定義受付を定義している場合，ユーザ定義受付の電文
フォーマットを変数に設定できます。設定は，［電文フォーマットの取込］ダイアログで行います。

［電文フォーマットの取込］ダイアログは，［変数・相関セット一覧］ダイアログの［取込］ボタン
をクリックすると表示されます。

［電文フォーマットの取込］ダイアログを表示する際，
［応答アクティビティ］ダイアログでオペレー
ション名を設定しておくと，ユーザ定義受付内にある該当するオペレーションの電文フォーマット
が選択された状態になります。
［電文フォーマットの取込］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム
リファレンス」の「1.4.5 電文フォーマットの取込ダイアログ」を参照してください。
• ［ヘッダ割当変数］を設定する場合
［設定］ボタンをクリックします。表示される［ヘッダ割当変数］ダイアログでヘッダに割り当てる
変数を設定します。この項目には，メッセージ型（XML）の変数を設定できます。メッセージ型
（non-XML または any）の変数は設定できません。［ヘッダ割当変数］ダイアログの詳細について
は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.2 ヘッダ割当変数ダイアロ
グ」を参照してください。
• ［割当相関セット群］を設定する場合
［設定］ボタンをクリックします。表示される［割当相関セット群］ダイアログで割当相関セットを
設定します。［割当相関セット群］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラット
フォーム リファレンス」の「1.4.3 割当相関セット群ダイアログ」を参照してください。
4.［OK］ボタンをクリックします。

(2) 定義時の注意事項
• アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。
• アクティビティ名は 64 バイト以内にしてください。
• ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。
• 必ずオペレーション名を設定してください。
• フォルト名が設定されると，フォルトを返します。
• 必ず割当変数を指定してください。
• 同一のオペレーション名を持つ応答アクティビティで，同じ割当変数名を設定してください。
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• 同一オペレーションの応答アクティビティのフォルト名に対応する割当変数を 1 つに設定してくださ
い。
• 同期の受付アクティビティを設定した場合，その受付アクティビティのオペレーションに対応する応答
アクティビティを設定してください。
• 受付アクティビティとそのオペレーションに対応する応答アクティビティの間には，別の応答アクティ
ビティを設定しないでください。
• フォルト処理の割り当てに設定する割当変数には，メッセージ型（XML）の変数を設定してください。
メッセージ型（non-XML または any）の変数は設定できません。
• ビジネスプロセスをバージョンアップしたあとに応答アクティビティの定義情報を変更する場合は注
意が必要です。詳細は，
「5.9.4(3) ビジネスプロセスのバージョンアップ時の注意事項」を参照してく
ださい。

5.6.4

サービス呼出アクティビティ

定義済みの HCSC コンポーネントへの要求電文の送信について定義するアクティビティです。
サービス呼出アクティビティは，［サービス呼出アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。

(1) 定義手順
定義の手順を次に示します。
1. サービス呼出アクティビティをキャンバスに配置します。
アクティビティを配置する方法については，
「5.4.1

アクティビティを配置する」を参照してください。

2. 次のどちらかの方法で［サービス呼出アクティビティ］ダイアログを表示させます。
• キャンバスのサービス呼出アクティビティをダブルクリックする
• キャンバスのサービス呼出アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する
［サービス呼出アクティビティ］ダイアログが表示されます。
3.［サービス呼出アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。
［サービス呼出アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービ
スプラットフォーム リファレンス」の「1.4.9 サービス呼出アクティビティダイアログ」を参照して
ください。
• ［要求電文用ボディ割当変数］および［応答電文用ボディ割当変数］に設定する変数の内容を編集す
る場合
［編集］ボタンをクリックします。表示される［変数・相関セット一覧］ダイアログで，変数の内容
を編集できます。この項目には，メッセージ型（XML，non-XML または any）の変数を設定でき
ます。
［変数・相関セット一覧］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォー
ム リファレンス」の「1.4.1 変数・相関セット一覧ダイアログ」を参照してください。
なお，呼び出すサービス部品で定義されている電文フォーマットを変数に設定する場合，［電文
フォーマットの取込］ダイアログで設定できます。
［電文フォーマットの取込］ダイアログを利用し
て呼び出すサービス部品で定義されている電文フォーマットを変数に設定する手順については，こ
の手順の次に記載されている「ポイント」を参照してください。
［電文フォーマットの取込］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム
リファレンス」の「1.4.5 電文フォーマットの取込ダイアログ」を参照してください。
• ［要求電文用ヘッダ割当変数］および［応答電文用ヘッダ割当変数］に変数を設定する場合
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［設定］ボタンをクリックします。表示される［ヘッダ割当変数］ダイアログで割当変数を設定しま
す。この項目には，メッセージ型（XML）の変数を設定できます。メッセージ型（non-XML また
は any）の変数は設定できません。［ヘッダ割当変数］ダイアログの詳細については，マニュアル
「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.2 ヘッダ割当変数ダイアログ」を参照してく
ださい。
• ［割当相関セット群］を設定する場合
［設定］ボタンをクリックします。表示される［割当相関セット群］ダイアログで割当相関セットを
設定します。［割当相関セット群］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラット
フォーム リファレンス」の「1.4.3 割当相関セット群ダイアログ」を参照してください。
4.［OK］ボタンをクリックします。
ポイント
呼び出すサービス部品で定義されている電文フォーマットを変数に設定する方法を次に示します。なお，要求電
文の場合で説明していますが，応答電文についても同様の手順です。
1.［サービス呼出アクティビティ］ダイアログで呼び出すサービス名およびオペレーション名を設定します。
2.［要求電文用割当変数］の［編集］ボタンをクリックします。
［変数・相関セット一覧］ダイアログが表示されます。
3. 変数名を設定します。
4.［取込］ボタンをクリックします。
［電文フォーマットの取込］ダイアログが表示されます。
［サービス名］および［オペレーション名］には，手順 2.で編集した値が設定されています。また，［電文種
別］に「要求電文」が設定されています。
5.［電文フォーマット］に電文フォーマット名を設定します。
6.［OK］ボタンをクリックします。
［電文フォーマットの取込］ダイアログが閉じられ，［変数・相関セット一覧］ダイアログに戻ります。
7.［追加］ボタンをクリックします。
定義した変数が［変数一覧］に追加されます。
8. 変数一覧から追加した変数を選択します。
9.［OK］ボタンをクリックします。
［変数・相関セット一覧］ダイアログが閉じられ，［サービス呼出アクティビティ］ダイアログに戻ります。

(2)

定義時の注意事項
• アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。
• サービス名およびオペレーション名には，定義済みの HCSC コンポーネントとそのオペレーションを
設定してください。また，設定したオペレーションの通信モデルと定義されているオペレーションの通
信モデルを一致させてください。
• アクティビティ名は 64 バイト以内にしてください。
• ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。
• 呼び出すサービス名を設定してください。
• 同期呼び出しの場合，必ず応答電文用の割当変数を設定してください。
• 永続化しないビジネスプロセスの場合，非同期のサービス呼出アクティビティを設定しないでくださ
い。
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• ボディ割当変数に指定したメッセージ型変数（XML，non-XML，any）と，呼び出す HCSC コンポー
ネントのメッセージ型を一致させてください。不一致の場合，ビジネスプロセス定義からビジネスプロ
セスを呼び出すとき以外は，呼び出す HCSC コンポーネントでエラーになります。

5.6.5

Java 呼出アクティビティ

専用インターフェース（jp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassInterfaceM，または
jp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassInterface）を実装した Java クラスの呼び出しを定義
するアクティビティです。
Java 呼出アクティビティは，［Java 呼出アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。

(1)

Java 呼出アクティビティの定義前の準備
Java 呼出アクティビティを定義する前には，次の準備をする必要があります。
HCSCTE プロジェクトの作成
［Java 呼出アクティビティ］ダイアログで指定する Java クラスは，HCSCTE プロジェクトの src ディ
レクトリに格納されます。そのため，必ず HCSCTE プロジェクトを作成しておく必要があります。
HCSCTE プロジェクトの作成方法については，「3.1

プロジェクトの管理」を参照してください。

Java クラスの作成
Java 呼出アクティビティで利用する Java クラスを作成します。利用する Java クラスのインター
フェースについては「5.6.5(2) 利用する Java クラスのインターフェース」を参照してください。
!

注意事項
• Java クラスは，リポジトリ内のすべての HCSC コンポーネントで共有されます。そのため，既存の Java ク
ラスを変更した場合，変更前の内容のクラスと変更後の内容のクラスの HCSC コンポーネントが混在してし
まうおそれがあります。Java クラスを変更した場合，変更した Java クラスを呼び出す Java 呼出アクティビ
ティが定義されているビジネスプロセスを，再度パッケージングしてください。
また，Java 呼出アクティビティを削除しても，利用している Java クラスは削除されません。使用していな
い不要な Java クラスは，別途削除してください。
• Java クラスの呼び出し時に確保したリソースは，処理が終了しても保持し続けるため，システム全体に高い
負荷がかかった場合に，Java ヒープ不足や Metaspace 領域不足などが原因で OutOfMemoryError が発生
することがあります。そのため，OutOfMemoryError が発生したときに適切にリソースを解放する処理や，
エラー処理（ロールバックなど）を実装しておく必要があります。
• 専用インターフェース（jp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassInterfaceM，または
jp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassInterface）を実装した Java クラスをコンテナ拡張ラ
イブラリに含めないでください。Java クラスはビジネスプロセスをパッケージングすると，自動的に EAR
ファイルに追加されます。

ライブラリの追加
ビジネスプロセスをパッケージングして作成される EAR ファイルにライブラリを追加したい場合，
HCSCTE プロジェクトの lib ディレクトリにライブラリをコピーしておいてください。
lib ディレクトリにコピーしたライブラリは，ビジネスプロセスをパッケージングすると，自動的に EAR
ファイルに追加されます。
なお，lib ディレクトリには，ディレクトリや次の名前のライブラリを登録しないでください。
• csbdef.jar
• cscbp_ejb.jar
• csbjava.jar
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注意事項
• HCSCTE プロジェクト内の src ディレクトリおよび lib ディレクトリへのリンクは削除しないでください。
• ビジネスプロセスをパッケージングする前に，Eclipse 上で Java クラスをビルドしてください。ビルドされ
ていない Java クラスは，パッケージング時にビジネスプロセスに取り込まれません。

(2)

利用する Java クラスのインターフェース
Java 呼出アクティビティで呼び出す Java クラスは，CustomClassInterfaceM インターフェース，または
CustomClassInterface インターフェース（CustomClassInterfaceM の互換用インターフェース）を実装
している必要があります。

(a) CustomClassInterfaceM インターフェース
package jp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb;
public interface CustomClassInterfaceM {
public Object invoke(
String processName,
int version,
String activityName,
Object... inputData
) throws CSBUserException, CSBSystemException;
}

Java クラスの内容について次に説明します。
引数
説明

仮引数名
processName

ビジネスプロセス名

version

ビジネスプロセスのバージョン

activityName

アクティビティ名

inputData

［Java 呼出アクティビティ］ダイアログの［引数用割当変数］で指定した変数※

注※
可変長引数のため，複数の値を指定することができます。

戻り値
［Java 呼出アクティビティ］ダイアログの［戻り値用割当変数］に指定した変数に代入されます。
例外
throw される例外が CSBUserException か，CSBSystemException かによって処理が異なります。ま
た，この 2 つの例外以外の例外が発生した場合，処理が中断されます。この場合，プロセスの実行状態
を永続化しているときには，ロールバックが実行されます。
CSBUserException が throw された場合
Java 呼出アクティビティにフォルト処理が設定されている場合，CSBUserException が throw さ
れると，フォルトコネクションでフォルト処理として定義されているアクティビティが実行されま
す。
Java 呼出アクティビティにフォルト処理が設定されていない場合，invokeJavaFault が発生したも
のとして処理が進められます。
CSBUserException のインターフェースを次に示します。
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package jp.co.Hitachi.soft.csc.bp;
public class CSBUserException extends Exception {
public CSBUserException() { super(); }
public CSBUserException(String message) { super(message); }
}

CSBSystemException が throw された場合
CSBSystemException が throw されると，システム例外が発生したものとして処理が中断されま
す。このとき，プロセスの実行状態を永続化している場合には，ロールバックが実行されます。
CSBSystemException のインターフェースを次に示します。
package jp.co.Hitachi.soft.csc.bp;
public class CSBSystemException extends Exception {
public CSBSystemException() { super(); }
public CSBSystemException(String message) { super(message); }
public CSBSystemException(String message, Throwable cause) {
super(message, cause);
}
public CSBSystemException(Throwable cause) { super(cause); }
}

(b) CustomClassInterface インターフェース
package jp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb;
public interface CustomClassInterface {
public Object invoke(
String processName,
int version,
String activityName,
Object inputData
) throws CSBUserException, CSBSystemException;
}

ポイント
CustomClassInterface は，CustomClassInterfaceM の互換用インターフェースです。
CustomClassInterfaceM を使用することを推奨します。

Java クラスの内容について次に説明します。
引数
説明

仮引数名
processName

ビジネスプロセス名

version

ビジネスプロセスのバージョン

activityName

アクティビティ名

inputData

［Java 呼出アクティビティ］ダイアログの［引数用割当変数］で指定した変数※

注※
変数が複数指定されている場合は，リクエスト処理時にエラーメッセージ（KDEC20093-E）が出力されます。

戻り値
［Java 呼出アクティビティ］ダイアログの［戻り値用割当変数］に指定した変数に代入されます。
例外
throw される例外が CSBUserException か，CSBSystemException かによって処理が異なります。ま
たこの 2 つの例外以外の例外が発生した場合，処理が中断されます。このとき，プロセスの実行状態を
永続化している場合には，ロールバックが実行されます。
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CSBUserException，または CSBSystemException が throw された場合の処理については，「(a)
CustomClassInterfaceM インターフェース」の戻り値の説明を参照してください。
CSBUserException および CSBSystemException 以外の例外が発生した場合，処理が中断されます。
このとき，プロセスの実行状態を永続化している場合には，ロールバックが実行されます。
注意事項
• ［Java 呼出アクティビティ］ダイアログの［引数用割当変数］および［戻り値用割当変数］に指定
する変数の型と，このインターフェースの引数および戻り値の型の対応を次に示します。
［引数用割当変数］および［戻り値用割当変数］の変数
型

引数および戻り値の型

boolean

java.lang.Boolean

numeric

java.lang.Double

string

java.lang.String

XML

byte[]

non-XML

byte[]

any

byte[]

上記の型以外を指定した場合，エラー（KDEC20030-E）になります。
• 利用する Java クラスのインターフェースは cscbp_ejb.jar に含まれます。そのため，コンパイルす
るときには，cscbp_ejb.jar をクラスパスに追加する必要があります。Eclipse のビルドパスに
cscbp_ejb.jar が存在しないときは，<インストールディレクトリ>\CSC\lib¥cscbp_ejb.jar をビ
ルドパスに追加してください。

• Java プログラムでは，呼び出しごとにデフォルトコンストラクタでインスタンスが生成されます。
そのため，インスタンスにデータを保持することはできません。

(3)

定義手順
Java 呼出アクティビティの定義の手順を次に示します。
1. Java 呼出アクティビティをキャンバスに配置します。
アクティビティを配置する方法については，
「5.4.1

アクティビティを配置する」を参照してください。

2. 次のどちらかの方法で［Java 呼出アクティビティ］ダイアログを表示させます。
• キャンバスの Java 呼出アクティビティをダブルクリックする（［Java エディタ起動］メニューが非
活性状態の場合だけ）
• キャンバスの Java 呼出アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する
［Java 呼出アクティビティ］ダイアログが表示されます。
3.［Java 呼出アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。
［Java 呼出アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプ
ラットフォーム リファレンス」の「1.4.10 Java 呼出アクティビティダイアログ」を参照してくださ
い。
［引数用割当変数］および［戻り値用割当変数］に設定する変数の内容を編集する場合，
［編集］ボタン
をクリックします。表示される［変数・相関セット一覧］ダイアログで，変数の内容を編集できます。
［変数・相関セット一覧］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.4.1 変数・相関セット一覧ダイアログ」を参照してください。
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4.［Java 呼出アクティビティ］ダイアログの［OK］ボタンをクリックします。
［Java 呼出アクティビティ］ダイアログが閉じられます。
5. キャンバスの Java 呼出アクティビティをダブルクリックするか，または右クリックして［Java エディ
タ起動］を選択します。
Eclipse の Java エディタが起動されます。
Java エディタには，
［Java 呼出アクティビティ］ダイアログで指定したクラスのソースコードが表示さ
れます。
［Java 呼出アクティビティ］ダイアログで指定したクラスが初めて編集するクラスの場合，Java
エディタを起動すると jp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassInterfaceM を
implements したソースコードのテンプレートが表示されます。
6. Java 呼出アクティビティから呼び出される Java クラスのソースコードを，Java エディタで編集しま
す。
7. 編集した Java クラスのソースコードをコンパイルします。
8. 編集したソースコードおよびコンパイルしたクラスファイルを保存して，Java エディタを終了します。

(4) Java 呼び出しでエラーが発生した場合の処理
アクティビティでフォルトが発生した場合に何らかの処理を実行するとき，フォルト処理用のアクティビ
ティを配置してフォルト処理を実行します。

フォルト処理は，フォルトが発生するアクティビティと，フォルト処理を実行するアクティビティを連結し
て定義します。連結にはフォルトコネクションを利用します。
(a)

フォルト処理を実行する場合の定義
フォルト処理の定義手順を次に示します。
1. フォルトが発生するアクティビティとフォルト処理を実行するアクティビティをキャンバスに配置し，
詳細を定義します。
フォルト処理を実行するアクティビティは複数定義できます。
アクティビティの配置方法については，「5.4.1 アクティビティを配置する」を参照してください。各
アクティビティの定義方法の詳細については，「5.6 アクティビティの定義」を参照してください。
2. フォルトコネクションを利用してフォルトが発生するアクティビティとフォルト処理を実行するアク
ティビティを連結します。
アクティビティの連結方法については，
「5.4.2(2) 連結の設定方法」を参照してください。また，フォ
ルトコネクションを利用できるアクティビティについては，
「5.4.2(5) アクティビティの連結条件」を
参照してください。
3. 連結線をダブルクリックします。
［フォルト処理の割当］ダイアログが表示されます。
［フォルト処理の割当］ダイアログの入力・表示内容の詳細については，マニュアル「サービスプラッ
トフォーム リファレンス」の「1.4.6 フォルト処理の割当ダイアログ」を参照してください。なお，
フォルト処理に割り当てられる変数はメッセージ型（XML）だけです。メッセージ型（non-XML およ
び any）は割り当てられません。
4. フォルト処理の条件を定義します。
フォルトの対象となる変数と，フォルトが発生した場合に処理する連絡先のアクティビティを，それぞ
れ［割当変数］および［遷移先］ドロップダウンリストで指定します。
定義していないフォルトが発生した場合のフォルト処理を設定する場合，［割当変数］ドロップダウン
リストで「catch-all」を選択します。
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5.［OK］ボタンをクリックします。
(b)

フォルト処理の定義で使用するフォルト電文を定義するスキーマファイル
フォルト電文を定義するスキーマファイルの格納先を次に示します。
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSC\schema\fault\cscinvokejavafault.xsd
フォルト電文を定義するスキーマファイルを次に示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://www.msg.csc.soft.Hitachi.co.jp/cscBpJava"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="fault">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="exception-name"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="exception-message"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="exception-error-code" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="exception-detail"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="scope-name"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="activity-name"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="activity-type"
type="xsd:string"/>
<xsd:element name="process-instance-id" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="root-ap-info"
type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

設定できる要素を次に示します。
exception-name
例外名（完全修飾クラス名）を設定します。
exception-message※
例外情報（CSBUserException.getMessage()で取得した情報）を設定します。
exception-error-code※
CSBUserException の errorCode に設定した情報（ユーザが任意に設定できる情報）を設定します。
exception-detail※
CSBUserException の detail に設定した情報（ユーザが任意に設定できる情報）を設定します。
scope-name
Java 呼出アクティビティが所属するスコープ名を設定します。
activity-name
フォルトが発生したアクティビティ名を設定します。
activity-type
フォルトが発生したアクティビティの型名を設定します。
アクティビティの型名には，java を設定してください。
process-instance-id
プロセスインスタンス識別子を設定します。
root-ap-info
ルートアプリケーション情報を設定します。
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注※
CSBUserException に要素と対応する情報が設定されていない場合，空要素（空タグ）が設定されま
す。

(5)

定義時の注意事項
• アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。
• アクティビティ名は 64 バイト以内にしてください。
• ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。
• 必ず Java クラス名を設定してください。

5.6.6

データ変換アクティビティ

データ変換処理を定義するアクティビティです。
データ変換アクティビティは，［データ変換アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。
また，データ変換定義画面でデータの変換方法の定義情報（データ変換定義ファイル）を作成します。

(1)

定義手順
定義の手順を次に示します。
1. データ変換アクティビティをキャンバスに配置します。
アクティビティを配置する方法については，
「5.4.1

アクティビティを配置する」を参照してください。

2. 次のどちらかの方法で［データ変換アクティビティ］ダイアログを表示させます。
• キャンバスのデータ変換アクティビティをダブルクリックする（［マッピング定義起動］メニューが
非活性状態の場合だけ）
• キャンバスのデータ変換アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する
［データ変換アクティビティ］ダイアログが表示されます。
3.［データ変換アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。
［データ変換アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービス
プラットフォーム リファレンス」の「1.4.11 データ変換アクティビティダイアログ」を参照してくだ
さい。
［変換元変数］および［変換先変数］に設定する変数の内容を編集する場合，
［編集］ボタンをクリック
します。表示される［変数・相関セット一覧］ダイアログで，変数の内容を編集できます。［変換元変
数］および［変換先変数］には，メッセージ型（any）の変数は設定できません。メッセージ型の変数
を設定する場合は，メッセージ型（XML または non-XML）を設定してください。［変数・相関セット
一覧］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.1
変数・相関セット一覧ダイアログ」を参照してください。
4.［データ変換アクティビティ］ダイアログの［OK］ボタンをクリックします。
［データ変換アクティビティ］ダイアログが閉じます。
5. キャンバスのデータ変換アクティビティをダブルクリックするか，または右クリックして［マッピング
定義起動］を選択します。
データ変換定義画面が表示されます。
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なお，電文フォーマットを変更した場合は，電文フォーマットの変更を反映するかを確認するダイアロ
グが表示されます。詳細は，「6.3.2 電文フォーマットを変更した場合の定義手順」を参照してくださ
い。
6. データ変換定義画面でデータ変換定義ファイルを作成します。
データ変換定義ファイルの作成方法の詳細については，「6.3

データ変換定義」を参照してください。

データ変換定義画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.2.5 データ変換定義画面」を参照してください。
なお，作成されたデータ変換定義ファイルは，ビジネスプロセスを保存するまで一時ディレクトリに保
存されます。ビジネスプロセスを保存したときにリポジトリに格納されます。
!

注意事項
［データ変換アクティビティ］ダイアログの［データ変換定義］に指定したデータ変換定義ファイルがリポジト
リに格納されたあとは，［変換元変数］および［変換先変数］に設定されている変数の情報のうち，変数の部分
指定に関する情報および電文フォーマットだけ変更できます。変数の部分指定に関する情報および電文フォー
マット以外を変更したい場合，［ファイルを削除］ボタンをクリックしてください。
なお，この場合に［ファイルを削除］をクリックしても，データ変換定義ファイルはリポジトリから削除されま
せん。データ変換定義ファイルは，ビジネスプロセスを保存したときにリポジトリから削除されます。

(2)

アクティビティ内でシステム例外が発生した場合の処理
アクティビティ内で発生したシステム例外を，汎用フォルトに変換して送出できます。詳細は，マニュアル
「サービスプラットフォーム 解説」の「4.7 システム例外をフォルトに変換する汎用フォルト」を参照し
てください。

(3)

定義時の注意事項
• アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。
• アクティビティ名は 64 バイト以内にしてください。
• ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。
• 必ず変換先変数を設定してください。
• 必ず変換元変数を設定してください。
• 必ずデータ変換定義を設定してください。

5.6.7

代入アクティビティ

次に示す処理を実行するための定義をするアクティビティです。
• 変数（基本型・メッセージ型）をほかの変数に代入する
• 変数の一部をほかの変数に代入する
• 一般式を作成し，変数に代入する
一般式の評価結果は，文字列型として取得（java.lang.String へマッピング）されます。
代入アクティビティは，［代入アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。
なお，変数に値を代入する際に，変数の型が異なっていても，自動的に型を変換して代入できる場合があり
ます。変換の可否と変換規則を次の表に示します。
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表 5‒13

代入値の変換規則
変換後のデータ型

代入する値のデータ型

boolean

numeric

string

boolean

−

○※1

numeric

○※3

string
メッセージ

メッセージ
XML

non-XML

any

○※2

×

×

×

−

○※4

×

×

×

○※5

△※6

−

×

×

×

XML

×

×

×

−

×

○

non-XML

×

×

×

×

−

○

any

×

×

×

○

○

−

（凡例）
○：変換して代入できます。
△：場合によって変換して代入できます。
×：変換して代入できません。
−：変換の必要はありません。
注※1
true の場合 1，false の場合 0 が代入されます。
注※2
true または false が代入されます。
注※3
0 の場合は false，それ以外の場合は true が代入されます。
注※4
java.lang.Double クラスの toString(double)メソッドで得られる値が代入されます。
注※5
java.lang.Boolean クラスの parseBoolean(String)メソッドで得られる値が代入されます。
注※6
java.lang.Double クラスの parseDouble(String)メソッドで得られる値が代入されます。

代入アクティビティでは，コピー元とコピー先に指定できない組み合わせがあります。コピー元とコピー先
の組み合わせを次の表に示します。
表 5‒14

コピー元とコピー先の組み合わせ
コピー先
変数（メッセージ型）

コピー元

変数（メッセー
ジ型）
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XML

nonXML

any

XML

○

×

○

nonXML

×

○

○

変数の部分（メッ
変数（基本
型）

変数の部分（基本型）

セージ型）※

※

XML

nonXML

XML

nonXML

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×
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変数の部分（メッ

変数の部分（基本型）

コピー先
変数（メッセージ型）

コピー元

変数（メッセー
ジ型）

XML

nonXML

any

○

○

○

×

×

○

※

XML

nonXML

XML

nonXML

×

×

×

×

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

XML

×

×

×

○

×

×

○

×

nonXML

×

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

○

×

×

○

×

any

変数（基本型）
変数の部分
XML
（メッセージ型）
nonXML
変数の部分（基
本型）

変数（基本
型）

セージ型）※

式
（凡例）
○：指定できます。
×：指定できません。
注※

コピー先の変数が初期化されていない場合は，コピーできません。

(1)

定義手順
定義の手順を次に示します。
1. 代入アクティビティをキャンバスに配置します。
アクティビティを配置する方法については，
「5.4.1

アクティビティを配置する」を参照してください。

2. 次のどちらかの方法で［代入アクティビティ］ダイアログを表示させます。
• キャンバスの代入アクティビティをダブルクリックする
• キャンバスの代入アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する
［代入アクティビティ］ダイアログが表示されます。
3.［代入アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。
［代入アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラッ
トフォーム リファレンス」の「1.4.12 代入アクティビティダイアログ」を参照してください。
［コピー元］および［コピー先］のデータを追加または編集する場合は，［追加］ボタンまたは［編集］
ボタンをクリックしてください。表示されるダイアログ（［代入アクティビティ］サブダイアログ）で，
［コピー元］および［コピー先］に設定するデータを追加，編集できます。また，設定する値が変数で，
変数の内容を編集する場合は，［代入アクティビティ］サブダイアログの［編集］ボタンをクリックし
ます。表示される［変数・相関セット一覧］ダイアログで，変数の内容を編集できます。
［代入アクティビティ］サブダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレ
ンス」の「1.4.13 代入アクティビティサブダイアログ」を参照してください。［変数・相関セット一
覧］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.1
変数・相関セット一覧ダイアログ」を参照してください。
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4.［OK］ボタンをクリックします。

(2)

アクティビティ内でシステム例外が発生した場合の処理
アクティビティ内で発生したシステム例外を，汎用フォルトに変換して送出できます。詳細は，マニュアル
「サービスプラットフォーム 解説」の「4.7 システム例外をフォルトに変換する汎用フォルト」を参照し
てください。

(3) 定義時の注意事項
• アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。
• アクティビティ名は 64 バイト以内にしてください。
• ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。
• 1 つ以上の代入操作を設定してください。
• 必ずコピー元を設定してください。
• 必ずコピー先を設定してください。
• コピー元のタイプとして，変数と式のどちらかを設定してください。
• コピー元の変数が選択されている場合，必ず変数名を設定してください。
• コピー元の式が選択されている場合，必ず式を設定してください。
• コピー先とコピー元の変数の型が異なる場合，暗黙的に変換されたり，実行時にエラーが発生したりす
る場合があります。
• 変数（メッセージ型）から変数（メッセージ型）への代入を定義する場合，それぞれの変数の定義で設
定する電文フォーマットには，同じ XML スキーマまたは同じバイナリフォーマットで，かつ同じファ
イル名の定義ファイルを指定してください。

5.6.8

無操作アクティビティ

実行しても何の動作も行わないことを定義するアクティビティです。無操作アクティビティは，分岐アク
ティビティを使用して分岐した処理や，フォルトコネクションを使用したフォルト処理などの中で，何も処
理しないことを示すために使用します。
無操作アクティビティは，［無操作アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。

(1)

定義手順
定義の手順を次に示します。
1. 無操作アクティビティをキャンバスに配置します。
アクティビティを配置する方法については，
「5.4.1

アクティビティを配置する」を参照してください。

2. 次のどちらかの方法で［無操作アクティビティ］ダイアログを表示させます。
• キャンバスの無操作アクティビティをダブルクリックする
• キャンバスの無操作アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する
［無操作アクティビティ］ダイアログが表示されます。
3.［無操作アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。
［無操作アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラッ
トフォーム リファレンス」の「1.4.14 無操作アクティビティダイアログ」を参照してください。
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4.［OK］ボタンをクリックします。

(2)

定義時の注意事項
• アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。
• アクティビティ名は 64 バイト以内にしてください。
• ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。

5.6.9

フォルト送出アクティビティ

ビジネスプロセス内でフォルトを定義，送出して，上位のスコープアクティビティにフォルトを通知するた
めのアクティビティです。
フォルト送出アクティビティは，［フォルト送出アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。

(1) 定義手順
定義の手順を次に示します。
1. フォルト送出アクティビティをキャンバスに配置します。
アクティビティを配置する方法については，
「5.4.1

アクティビティを配置する」を参照してください。

2. 次のどちらかの方法で［フォルト送出アクティビティ］ダイアログを表示させます。
• キャンバスのフォルト送出アクティビティをダブルクリックする
• キャンバスのフォルト送出アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する
［フォルト送出アクティビティ］ダイアログが表示されます。
3.［フォルト送出アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。
［フォルト送出アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービ
スプラットフォーム リファレンス」の「1.4.15 フォルト送出アクティビティダイアログ」を参照して
ください。
［割当変数］には，フォルトを送出する際に割り当てる変数を設定します。この項目には，メッセージ
型（XML）の変数を設定できます。メッセージ型（non-XML または any）は設定できません。［割当
変数］に設定する変数の内容を編集する場合，［編集］ボタンをクリックします。表示される［変数・
相関セット一覧］ダイアログで，変数の内容を編集できます。［変数・相関セット一覧］ダイアログの
詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.1 変数・相関セッ
ト一覧ダイアログ」を参照してください。
4.［OK］ボタンをクリックします。

(2)

定義時の注意事項
• アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。
• アクティビティ名は 64 バイト以内にしてください。
• ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。
• フォルト送出アクティビティを含む上位のスコープに，対応する割当変数または catchAll を利用した
フォルト処理を定義してください。
• フォルト処理の割り当てに設定する割当変数には，メッセージ型（XML）の変数を設定してください。
メッセージ型（non-XML または any）の変数は設定できません。
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• フォルト送出アクティビティの割当変数の値が，フォルト処理で指定した割当変数に適合しない場合，
フォルト処理の割当変数で指定したアクティビティに遷移しません。この場合，catchAll で指定したア
クティビティに遷移します。

5.6.10

待機アクティビティ

待機アクティビティは，ビジネスプロセスの処理フローを一定の間隔または期限まで待機する処理を定義す
るアクティビティです。このアクティビティを使用すると，指定した期間の間，または指定した時刻まで，
ビジネスプロセスの処理を待機することができます。
待機アクティビティは，［待機アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。待機する時間の間隔また
は期限は XPath 式で指定します。

(1) 定義手順
1. 待機アクティビティをキャンバスに配置します。
アクティビティを配置する方法については，
「5.4.1

アクティビティを配置する」を参照してください。

2. 次のどちらかの方法で［待機アクティビティ］ダイアログを表示させます。
• キャンバスの待機アクティビティをダブルクリックする
• キャンバスの待機アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する
［待機アクティビティ］ダイアログが表示されます。
3.［待機アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。
待機時間には「間隔」または「期限」を選択し，待機時間の間隔または期限を XPath 式で指定します。
［待機アクティビティ］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.4.16 待機アクティビティダイアログ」を参照してください。
4.［OK］ボタンをクリックします。

(2) 待機時間として指定できる文字列
待機時間に指定する式は XPath 式になります。ビジネスプロセスの処理の中で XPath 式を評価し，その結
果で得た文字列を待機時間として使用します。XPath 式を評価して得ることができる文字列は，BPEL 標
準規格により一部制限があります。
XPath 式を評価して得ることができる文字列を次に説明します。なお，XPath の指定については，
「5.6.18 XPath を指定する」を参照してください。
(a) 待機時間に「間隔」を指定する場合
待機時間に「間隔」を指定する場合，XPath 式を評価して得ることができる文字列は，XML Schema 型
duration（xsd:duration）に従っている必要があります。XML Schema 型 duration とは，
PnYnMnDTnHnMnS 形式の経過時間を表す文字列を示す変数型です。
待機時間に「間隔」を指定する場合に，XPath 式を評価して得ることができる文字列の例を次に示します。
（例 1）1 年 2 か月 3 日 4 時間 5 分 6 秒間隔を待機時間に指定する場合
XPath 式を評価して得ることができる文字列は，「P1Y2M3DT4H5M6S」になります。
（例 2）10 秒間隔を待機時間に指定する場合
XPath 式を評価して得ることができる文字列は，「PT10S」になります。
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なお，
［待機アクティビティ］ダイアログの［式］には，XPath 式を指定する代わりに，
「'」または「"」で
囲むことで，直接待機する間隔を指定することもできます。「'」または「"」で直接待機する間隔を指定す
る場合の例を次に示します。
（例 3）1 年 2 か月 3 日 4 時間 5 分 6 秒間隔を待機時間に指定する場合
［待機アクティビティ］ダイアログの［式］に，「'P1Y2M3DT4H5M6S'」を直接指定します。
（例 4）10 秒間隔を待機時間に指定する場合
［待機アクティビティ］ダイアログの［式］に，「'PT10S'」を直接指定します。
(b)

待機時間に「期限」を指定する場合
待機時間に「期限」を指定する場合，XPath 式を評価して得ることができる文字列は，XML Schema 型
dateTime（xsd:dateTime）に従っている必要があります。XML Schema 型 dateTime とは，CCYYMM-DDThh:mm:ss.sssTZ 形式（.sss と TZ は省略できる）の日時を表す文字列を示す変数型です。
待機時間に「期限」を指定する場合に，XPath 式を評価して得ることができる文字列の例を次に示します。
（例 1）2010 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒を待機時間に指定する場合
XPath 式を評価して得ることができる文字列は，「2010-01-01T00:00:00」または
「2010-01-01T00:00:00.000TZ」になります。
なお，
［待機アクティビティ］ダイアログの［式］には，XPath 式を指定する代わりに，
「'」または「"」で
囲むことで，直接待機する期限を指定することもできます。「'」または「"」で直接待機する期限を指定す
る場合の例を次に示します。
（例 2）日本時間の 2010 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒を待機時間に指定する場合
［待機アクティビティ］ダイアログの［式］に，
「'2010-01-01T00:00:00+09:00'」を直接指定します。
（例 3）グリニッジ標準時間（GMT）の 2010 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒を待機時間に指定する場合
［待機アクティビティ］ダイアログの［式］に，「'2010-01-01T00:00:00+00:00'」または
「'2010-01-01T00:00:00Z'」を直接指定します。

(3)

定義時の注意事項
• アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。
• アクティビティ名は 64 バイト以内にしてください。
• ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。
• 必ず待機時間を指定してください。
• 永続化しないビジネスプロセスの場合，待機アクティビティを設定しないでください。
• 待機アクティビティは，応答アクティビティからサービスリクエスタに応答を返したあとに動作させな
ければならないため，応答アクティビティよりあとに設定してください。応答アクティビティより前に
設定した場合，パッケージング時にはエラーになりませんが，ビジネスプロセス実行時にエラーになり
ます。なお，応答アクティビティと，そのあとの受付アクティビティの間に待機アクティビティを設定
している場合はエラーになりません。※1※2
• 待機アクティビティの後ろに，受付アクティビティと組になっていない応答アクティビティは設定しな
いでください。受付アクティビティと組になっていない応答アクティビティを設定した場合，パッケー
ジング時にはエラーになりませんが，ビジネスプロセス実行時にエラーになります。なお，応答アク
ティビティ以外のアクティビティは設定してもエラーになりません。※1※3
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注※1
エラーにならないケースを次に示します。
（例 1）
応答アクティビティよりもあとに，待機アクティビティを設定しています。待機処理以降は，非同
期のビジネスプロセスとして実行されるため，エラーになりません。
待機アクティビティで処理を待機し，待機期限の時刻になったら，サービス呼出アクティビティが
実行されます。

（例 2）
応答アクティビティよりもあとに，待機アクティビティを設定しています。待機処理以降は，非同
期のビジネスプロセスとして実行されるため，エラーになりません。
サービスリクエスタからの要求に応じて，並列処理として片方の無操作アクティビティの処理が実
行されます。サービスリクエスタからもう一方の要求を受けて，一度サービスリクエスタに応答を
返したあと，待機処理が実行されます。

注※2
エラーになるケースを次に示します。
（例 1）
応答アクティビティよりも前に，待機アクティビティを設定しています。同期のビジネスプロセス
内で待機アクティビティが実行されるため，ビジネスプロセスを実行するとエラーになります。
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注※3
エラーになるケースを次に示します。
（例 1）
待機アクティビティよりもあとに，受付アクティビティと組になっていない応答アクティビティを
設定しています。そのため，ビジネスプロセスを実行するとエラーになります。

(4)

HCSC 簡易セットアップ機能で構築した環境で多重実行する場合の注意事項
HCSC 簡易セットアップ機能で構築した環境では，待機アクティビティ後の処理の多重度がデフォルトで
1 に設定されているため，複数のプロセスインスタンスの待機アクティビティ後の処理は同時に実行されま
せん。複数のプロセスインスタンスから同時に待機アクティビティ後の処理を行うと，あとから処理を開始
したプロセスインスタンスの処理は，1 つ前の処理が終了してから実行されます。
複数のプロセスインスタンスの待機アクティビティ後の処理を同時に実行したい場合は，
usrconf.properties の ejbserver.ejb.timerservice.maxCallbackThreads プロパティを変更して，処理の
多重度を調節してください。
複数のプロセスインスタンスを実行している場合で，待機アクティビティ後の処理の多重度が 1 のときと
多重度を上げたときの処理の例を次の図に示します。なお，この例では，複数のプロセスインスタンスの処
理が待機アクティビティ（待機 1）で 13：00 まで待機したあと，待機後の処理（無操作 2 および無操作
3）に 2 分掛かるものとします。
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図 5‒10 待機後の処理の多重度が 1 のときと待機後の処理の多重度を上げたときの処理の例

usrconf.properties の ejbserver.ejb.timerservice.maxCallbackThreads プロパティの設定方法について
は，マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス 定義編(サーバ定義)」の「2.4 usrconf.properties
（J2EE サーバ用ユーザプロパティファイル）」を参照してください。

5.6.11

検証アクティビティ

ビジネスプロセス内で送受信される電文の妥当性を検証するためのアクティビティです。受付アクティビ
ティやサービス呼出アクティビティによって外部と送受信する電文が，対応する割当変数のスキーマと一致
するかどうかを検証するときに使われます。
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検証アクティビティは，［検証アクティビティ］ダイアログで詳細を定義します。

(1)

定義手順
定義の手順を次に示します。
1. 検証アクティビティをキャンバスに配置します。
アクティビティを配置する方法については，
「5.4.1

アクティビティを配置する」を参照してください。

2. どちらかの方法で［検証アクティビティ］ダイアログを表示させます。
• キャンバスの検証アクティビティをダブルクリックする
• キャンバスの検証アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する
［検証アクティビティ］ダイアログが表示されます。
3.［検証アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。
［検証アクティビティ］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.4.17 検証アクティビティダイアログ」を参照してください。
［変数］に設定する変数の内容を編集する場合，
［編集］ボタンをクリックします。表示される［変数・
相関セット一覧］ダイアログで，変数の内容を編集できます。［変数］には，メッセージ型（XML）の

変数を設定できます。メッセージ型（non-XML または any）の変数は設定できません。［変数・相関
セット一覧］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.4.1 変数・相関セット一覧ダイアログ」を参照してください。

4.［OK］ボタンをクリックします。

(2)

検証でエラーが発生した場合の処理
検証結果が不正だった場合，次の種類のフォルトを送出できます。
• 検証アクティビティ固有のフォルト
• 汎用フォルト
送出するフォルトの選択方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「4.7.1
テム例外をフォルトに変換する汎用フォルトの概要」を参照してください。

シス

参考
検証アクティビティに変数が複数設定されていた場合，最初に検証でエラーになった変数の情報でフォルト電文
を作成します。

フォルト処理に必要な設定を次に説明します。
(a)

フォルト処理を実行する場合の定義
検証アクティビティでフォルトが発生した場合，検証アクティビティが所属するスコープアクティビティに
設定されているフォルト処理の割り当てに従って処理が分岐されます。フォルト処理の割り当てが設定さ
れていない場合は，フォルト例外が発生します。
フォルト処理の割り当て
検証アクティビティから直接フォルト処理を割り当てることはできません。検証アクティビティが所
属するスコープアクティビティを使用して処理の割り当てをしてください。
フォルト処理の分岐
検証結果に対応した処理の分岐をさせたい場合は，分岐アクティビティを使用します。
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フォルト電文に割り当てる変数から，変数の部分指定でフォルト情報を取得し，取得した情報によって
処理が分岐するように定義してください。
任意のフォルトの発生
任意のフォルトを発生させたい場合は，フォルト送出アクティビティを使用します。
フォルトが発生したときに，フォルト送出アクティビティで任意の変数値のフォルトを発生させるよう
に定義してください。
(b) フォルト処理の定義で使用するフォルト電文を定義するスキーマファイル
検証アクティビティ固有のフォルト電文を定義するスキーマファイルの格納先を次に示します。
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSC\system\msg\cscvalidatefault.xsd
検証アクティビティが所属するスコープアクティビティのフォルト処理の割り当てに使用する，検証アク
ティビティ固有のフォルト電文を定義するスキーマファイルを次に示します。汎用フォルトのスキーマ
ファイルについては，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「7.12.1
汎用フォルト電文を定義するスキーマファイル」を参照してください。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-DO NOT EDIT THIS FILE.
-->
<xs:schema
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://www.msg.csc.soft.Hitachi.co.jp/cscBpValidate"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="fault">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="exception-name"
type="xs:string"/>
<xs:element name="exception-message" type="xs:string"/>
<xs:element name="scope-name"
type="xs:string"/>
<xs:element name="activity-name"
type="xs:string"/>
<xs:element name="variable-name"
type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

設定できる要素を次に示します。
exception-name
例外名を設定します。例外名には，Class.getName()の値を設定してください。
exception-message
例外情報を設定します。例外情報には，Exception.toString()の値を設してください。
scope-name
検証アクティビティが所属するスコープ名を設定します。
activity-name
検証アクティビティの名称を設定します。
variable-name
検証をする変数名を設定します。

(3)

定義時の注意事項
• アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。
• アクティビティ名は 64 バイト以内にしてください。
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• ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。

5.6.12 スコープアクティビティ
1 つまたは複数のアクティビティを，ひとまとまりの処理単位として定義するためのアクティビティです。
スコープアクティビティを利用した処理単位について，次の図に示します。
図 5‒11

スコープアクティビティを利用した処理単位の設定

スコープアクティビティを定義すると，スコープ内の処理フローを 1 つのまとまりとして扱うことができ
ます。また，上図のスコープ 3 のように，スコープ内の処理フローにさらにスコープを定義することもで
きます。
なお，スコープ内で定義した変数は，そのスコープ内でだけ有効になります。スコープと変数の有効範囲に
ついての詳細は，
「5.5.1(5)(a) スコープアクティビティを使用している場合の変数の使用」を参照してく
ださい。

(1)

定義手順
定義の手順を次に示します。
1. スコープアクティビティをキャンバスに配置します。
アクティビティを配置する方法については，
「5.4.1

アクティビティを配置する」を参照してください。

2. キャンバスのスコープアクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択します。
［スコープアクティビティ］ダイアログが表示されます。
3. アクティビティ名を入力します。
4.［OK］ボタンをクリックします。
5. 次のどちらかの方法でスコープ内の処理を設定するキャンバスを表示させます。
• キャンバスのスコープアクティビティをダブルクリックする
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• キャンバスのスコープアクティビティを選択して右クリックし，［開く］を選択する
キャンバスの下部にスコープアクティビティ名のタブが表示され，スコープ内の処理を設定するキャン
バスが表示されます。
6. 任意のアクティビティを配置・連結・定義し，スコープ内の処理を設定します。

(2) 高度な設定
スコープアクティビティは，内部に定義されたアクティビティでトランザクションをコミットしないように
設定できます。
［スコープアクティビティ］ダイアログの［高度な設定］で，
［このスコープの開始時と終了時のみコミット
する］ラジオボタンを選択した場合，スコープアクティビティの開始時および終了時にコミットされます。
スコープアクティビティ内に定義されたアクティビティはコミットされません。
［アクティビティ単位でコミットする］ラジオボタンを選択した場合，スコープアクティビティの開始時お
よび終了時にコミットされません。スコープアクティビティ内に定義されたコミットを実行するアクティ
ビティはコミットされます。
デフォルトでは，［アクティビティ単位でコミットする］ラジオボタンが選択されています。
［スコープアクティビティ］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.4.18 スコープアクティビティダイアログ」を参照してください。
［このスコープの開始時と終了時のみコミットする］ラジオボタンを選択した場合のトランザクションの詳
細については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「3.4.5 スコープの開始時および終了時
にコミットする設定を選択した場合のトランザクション」を参照してください。

(3) 定義時の注意事項
スコープアクティビティ定義時の注意事項を次に示します。
• アクティビティ名は 64 バイト以内にしてください。
• ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。
［このスコープの開始時と終了時のみコミットする］ラジオボタンを選択したスコープアクティビティ定義
時の注意事項を次に示します。
• スコープアクティビティ内に，次のアクティビティは定義できません。
• ［このスコープの開始時と終了時のみコミットする］ラジオボタンを選択したスコープアクティビ
ティ
• スコープアクティビティ内に，次のアクティビティを定義すると，検証時にエラーが発生します。
• 受付アクティビティ
• 応答アクティビティ
• 待機アクティビティ
• ［このスコープの開始時と終了時のみコミットする］ラジオボタンを選択したスコープアクティビティ
内に定義されたサービス呼出アクティビティに指定できるのは，DB アダプタだけです。DB アダプタ
以外のサービスアダプタ，およびビジネスプロセスを指定した場合は，動作を保証できません。
• ビジネスプロセスとサービス呼び出し先のトランザクションが別の場合，トランザクション制御の対象
はビジネスプロセスのトランザクションとなります。サービス呼び出し先のトランザクションは，トラ
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ンザクション制御の影響を受けないで動作します（ビジネスプロセスを呼ぶサービス呼出アクティビ
ティ，RequiresNew の機能を呼ぶサービス呼出アクティビティを定義した場合など）。
• スコープアクティビティ内に DB アダプタを呼ぶサービス呼出アクティビティを定義した場合，HCSC
サーバランタイム定義ファイルの「dba-separate-transaction」プロパティの値が「false」または，
SQL オペレーション定義ファイルの「dba_separate_transaction」属性の値が「N」で動作すること
が前提となります。
• システム例外が発生し，ロールバックされたビジネスプロセスが再実行された場合，スコープアクティ
ビティ内に定義されたアクティビティ，サービス呼び出し先のサービスが再度実行されることを想定す
る必要があります。

5.6.13

繰り返しアクティビティ

1 つまたは複数のアクティビティを，指定した条件に従って繰り返すための定義をするアクティビティで
す。
繰り返しアクティビティを利用した繰り返し処理について，次の図に示します。
図 5‒12

繰り返しアクティビティを利用した繰り返し処理

繰り返しアクティビティを定義すると，1 つまたは複数の処理を指定した条件で繰り返すことができます。
また，上図の繰り返し 3 のように，繰り返す処理の中に繰り返し処理を定義することもできます。
最初に実行されるアクティビティが繰り返しアクティビティで，繰り返しアクティビティ内に非同期の受付
を定義し，そのあとにプロセスが中断されないよう定義した場合の動作は保障しません。

(1)

繰り返し方式
繰り返しアクティビティでは，次のどちらかの繰り返し方式を選択できます。
• 一定の条件に従って繰り返す条件指定方式
• 繰り返しリストに含まれる要素の数の分だけ繰り返すリスト指定方式
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条件指定方式およびリスト指定方式を利用した繰り返し処理について説明します。
(a)

条件指定方式
条件指定方式を利用した繰り返し処理について，次の図に示します。
図 5‒13

条件指定方式を利用した繰り返し処理

条件指定方式では，XPath 式で繰り返しの条件式を指定します。条件式の評価結果が true の間，繰り返し
アクティビティ内のアクティビティが繰り返し実行されます。
(b)

リスト指定方式
リスト指定方式を利用した繰り返し処理について，次の図に示します。
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リスト指定方式を利用した繰り返し処理

リスト指定方式では，次の流れで繰り返し処理が実施されます。
1. XPath で指定した変数を基に繰り返しリストが生成されます。
2. 生成された繰り返しリストに含まれるノードの数の分だけ，繰り返しアクティビティ内のアクティビ
ティが繰り返し実行されます。
3. 繰り返しを実行する度に，繰り返しリストの要素が 1 つずつ繰り返し要素変数に格納されます。
繰り返しリストを生成するための変数および繰り返し要素変数は，開発環境で作成して［繰り返しリスト設
定］ダイアログで指定します。

(2)

定義手順
定義の手順を次に示します。

(a)

条件指定方式
1. 繰り返しアクティビティをキャンバスに配置します。
アクティビティを配置する方法については，
「5.4.1

アクティビティを配置する」を参照してください。

2. キャンバスの繰り返しアクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択します。
［繰り返しアクティビティ］ダイアログが表示されます。
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3.［繰り返しアクティビティ］ダイアログで任意のアクティビティ名を入力します。
［繰り返しアクティビティ］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リ
ファレンス」の「1.4.19 繰り返しアクティビティダイアログ」を参照してください。
4.［条件指定方式］ラジオボタンを選択して［繰り返し条件設定］ボタンをクリックします。
繰り返しの条件を設定するための［繰り返し条件設定］ダイアログが表示されます。［繰り返し条件設
定］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレ
ンス」の「1.4.21 繰り返し条件設定ダイアログ」を参照してください。
5. 必要な情報を設定して［OK］ボタンをクリックします。
6. 次のどちらかの方法で繰り返す処理を設定するキャンバスを表示させます。
• キャンバスの繰り返しアクティビティをダブルクリックする
• キャンバスの繰り返しアクティビティを選択して右クリックし，［開く］を選択する
キャンバスの下部に繰り返しアクティビティ名のタブが表示され，繰り返す処理を設定するキャンバス
が表示されます。
7. 任意のアクティビティを配置・連結・定義し，繰り返す処理を設定します。
(b)

リスト指定方式
1. 繰り返しリストを生成するためのメッセージ型（XML）変数を定義します。
繰り返し要素を子要素に持つスキーマで変数を作成します。子要素はすべて同じ形式にしてください。
変数の定義方法については，「5.5.1(6)(a)

新規に変数を定義する場合」を参照してください。

作成例（子要素の name 属性を同一にし，maxOccurs 属性で要素数を指定する）
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://example.com/sample"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="loop-element">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="5" minOccurs="0" name="child-element"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

2. 繰り返し要素のメッセージ型（XML）変数を定義します。
手順 1.で作成した変数が生成する繰り返しリストの要素を格納するための変数を作成します。
作成例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://example.com/sample"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="child-element"/>
</xs:schema>

3. 繰り返しアクティビティをキャンバスに配置します。
アクティビティを配置する方法については，
「5.4.1

アクティビティを配置する」を参照してください。

4. キャンバスの繰り返しアクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択します。
［繰り返しアクティビティ］ダイアログが表示されます。
5.［繰り返しアクティビティ］ダイアログで任意のアクティビティ名を入力します。
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［繰り返しアクティビティ］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リ
ファレンス」の「1.4.19 繰り返しアクティビティダイアログ」を参照してください。
6.［リスト指定方式］ラジオボタンを選択して［繰り返しリスト設定］ボタンをクリックします。
7. 繰り返しリストを設定するための［繰り返しリスト設定］ダイアログが表示されます。
［繰り返しリスト設定］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラッ
トフォーム リファレンス」の「1.4.20 繰り返しリスト設定ダイアログ」を参照してください。
8.［繰り返しリスト設定］ダイアログの［繰り返しリスト］の［式］に，手順 1.で定義した変数の要素の
パスを XPath 式で指定します。
XPath 式の指定方法については，
「5.6.18(2)(d)
ください。

繰り返しリスト設定ダイアログでの指定」を参照して

9.［繰り返し変数］の［変数名］に，手順 2.で定義した変数を指定します。
10. 必要に応じて［最大繰り返し回数］を設定します。
11.［OK］ボタンをクリックします。
12. 次のどちらかの方法で繰り返す処理を設定するキャンバスを表示させます。
• キャンバスの繰り返しアクティビティをダブルクリックする
• キャンバスの繰り返しアクティビティを選択して右クリックし，［開く］を選択する
キャンバスの下部に繰り返しアクティビティ名のタブが表示され，繰り返す処理を設定するキャンバス
が表示されます。
13. 任意のアクティビティを配置・連結・定義し，繰り返す処理を設定します。

(3)

定義時の注意事項
• アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。
• アクティビティ名は 64 バイト以内にしてください。
• ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。
• 必ず繰り返し条件を設定してください。

(4)

定義時の注意事項（リスト指定方式の場合だけ）
リスト指定方式を指定する場合の定義時の注意事項を次に示します。
• リスト指定方式を使用する繰り返し処理は，永続化しないビジネスプロセスでだけ使用できます。永続
化するビジネスプロセスでリスト指定方式の繰り返しアクティビティを定義した場合，ビジネスプロセ
スの検証時にエラーメッセージが出力されます。
• 繰り返しリストを生成するための変数と繰り返し要素変数は，どちらもメッセージ型（XML）である必
要があります。メッセージ型（XML）以外の変数は指定できません。
• 繰り返しリストを生成するための変数は繰り返し処理内で変更できません。変更した場合は動作を保
証しません。繰り返し要素変数は，繰り返し処理内で参照および変更できます。
• ［繰り返しリスト設定］ダイアログの［式］に指定した XPath 式に，存在しない要素のパスを指定した
場合，繰り返し処理は実行されません。
• 次のような場合，扱う情報の形式が繰り返し要素変数の XML スキーマと合わなくなるおそれがありま
す。
• 繰り返し要素変数の XML スキーマに合わない形式の情報を繰り返し要素に設定した場合

217

5

ビジネスプロセスの定義

• ［繰り返しリスト設定］ダイアログの［式］に指定した XPath 式に，要素ノード以外の種類のノー
ドを指定した場合
繰り返し処理中で，上記の情報の形式が合わない繰り返し要素変数を参照しようとした場合，参照でき
ないときはシステム例外が発生し処理が停止します。
• ［繰り返しリスト設定］ダイアログの［式］に指定した XPath 式の評価結果が NodeList 以外の場合，
システム例外が発生し処理が停止します。

5.6.14

分岐アクティビティ

条件の判定結果によるビジネスプロセスの処理の分岐を定義するアクティビティで，分岐開始アクティビ
ティと分岐終了アクティビティの 2 つがあります。分岐の開始個所には分岐開始アクティビティを，終了
個所には分岐終了アクティビティを配置します。
分岐アクティビティを利用した処理の分岐について，次の図に示します。
図 5‒15

分岐アクティビティを利用した処理の分岐

分岐開始アクティビティの下には幾つかの処理を用意して，分岐開始アクティビティに設定した条件と条件
の判定結果によって分岐させます。分岐の終端には，分岐終了アクティビティを配置します。
分岐開始アクティビティから分岐した処理のうち，フォルト送出アクティビティで終了する処理は，分岐終
了アクティビティに連結する必要はありません。また，分岐開始アクティビティから分岐した処理がすべて
フォルト送出アクティビティで終了する場合，分岐終了アクティビティを配置する必要はありません。

(1)

分岐開始アクティビティの定義
分岐開始アクティビティの定義の手順を次に示します。
1. 分岐アクティビティをキャンバスに配置します。
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アクティビティを配置する」を参照してください。

2. 分岐アクティビティの連結先となるアクティビティをキャンバスに配置します。
アクティビティを配置する方法については，
「5.4.1

アクティビティを配置する」を参照してください。

3. 分岐アクティビティと連結先のアクティビティを連結します。
アクティビティを連結する方法については，「5.4.2(2)

連結の設定方法」を参照してください。

4. 次のどちらかの方法で［分岐アクティビティ］ダイアログを表示させます。
• キャンバスの分岐アクティビティをダブルクリックする
• キャンバスの分岐アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する
［分岐アクティビティ］ダイアログが表示されます。
5.［分岐アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。
［分岐アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラッ
トフォーム リファレンス」の「1.4.22 分岐アクティビティダイアログ」を参照してください。
分岐条件を設定する場合，［条件設定］ボタンをクリックします。表示される［条件設定］ダイアログ
で，分岐条件を設定できます。連結先ごとに条件を設定します。分岐条件は XPath 式で入力します。
［条件設定］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.4.23 条件設定ダイアログ（分岐アクティビティ）」を参照してください。
6.［OK］ボタンをクリックします。

(2) 分岐終了アクティビティの定義
分岐終了アクティビティの定義の手順を次に示します。
1. 分岐アクティビティをキャンバスに配置します。
アクティビティを配置する方法については，
「5.4.1

アクティビティを配置する」を参照してください。

2. 分岐アクティビティと連結元のアクティビティを連結します。
アクティビティを連結する方法については，「5.4.2(2)

連結の設定方法」を参照してください。

(3) アクティビティ内でシステム例外が発生した場合の処理
アクティビティ内で発生したシステム例外を，汎用フォルトに変換して送出できます。詳細は，マニュアル
「サービスプラットフォーム 解説」の「4.7 システム例外をフォルトに変換する汎用フォルト」を参照し
てください。

(4)

定義時の注意事項
• アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。
• アクティビティ名は 64 バイト以内にしてください。
• ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。
• 分岐条件を 1 つ以上設定してください。
• 遷移先を条件分岐またはデフォルトに割り当ててください。
• 必ず分岐の条件名を設定してください。
• 必ず分岐の条件を設定してください。
• 並列処理終了アクティビティに接続しないでください。
• 次に示すコネクションは接続しないでください。

219

5

ビジネスプロセスの定義

• 開始アクティビティを元とするコネクション※1
• あるアクティビティのあるフォルト処理の開始点を元とするコネクション※1
• 分岐開始アクティビティは，対応する 1 つの分岐終了アクティビティに接続してください。※2
• 対応する分岐処理を分岐終了アクティビティに接続してください。※2
• 分岐処理は必ず分岐終了アクティビティに接続してください。※2
• 分岐アクティビティと，対応する分岐終了アクティビティの間には，1 つ以上のアクティビティを設定
してください。
注※1
アクティビティを元とするコネクション，およびあるアクティビティのあるフォルト処理の開始点を元
とするコネクションについては，「図 5-26 コネクションの例」を参照してください。
注※2
すべての分岐処理の終端がフォルト送出アクティビティの場合を除きます。

5.6.15

並列処理アクティビティ

ビジネスプロセスの処理フローを 2 つ以上のシーケンスに枝分かれさせて並列実行するための定義をする

アクティビティで，並列処理開始アクティビティと並列処理終了アクティビティの 2 つがあります。並列
処理の開始個所には並列処理開始アクティビティを，複数のシーケンスの合流個所には並列処理終了アク
ティビティを配置します。
並列処理開始アクティビティから枝分かれさせて並列実行するシーケンスのうち，フォルト送出アクティビ
ティで終了するシーケンスは，並列処理終了アクティビティに連結する必要はありません。また，並列処理
開始アクティビティから枝分かれさせて並列実行するシーケンスがすべてフォルト送出アクティビティで
終了する場合，並列処理終了アクティビティを配置する必要はありません。
並列処理アクティビティを利用した処理の並列実行について，次の図に示します。
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並列処理アクティビティを利用した処理の並列実行

並列処理開始アクティビティの下には複数のシーケンスを用意して，並列して処理を実行できます。なお，
複数のシーケンス間での処理の順序を設定することもできます。
例えば，A-1 および A-2 が完了してから A-3 を実行する場合，A-1 および A-2 を連結元，A-3 を連結先と
して，リンクコネクション（link1 および link2）で連結します。さらに，A-1 および A-2 の処理の終了に
加えて，リンクの条件を設定して A-1 および A-2 と A-3 のリンクを制御することもできます。
この場合，連結先の A-3 の処理は，次のような過程で開始されます。
1. A-1 および A-2 の処理が完了します
2. A-1 および A-2 に設定されているリンクの条件が判定されます。
A-1 および A-2 のリンクの条件が判定されると，それぞれリンクコネクション link1 および link2 が活
性化します。リンクコネクションは，条件の判定結果によって真または偽に活性化します。なお，条件
が設定されていない場合，リンクコネクションは，リンク元のアクティビティの処理が完了すると真に
活性化します。
3. A-3 に連結されているすべてのリンクコネクションが活性化すると，A-3 の処理が開始されます。
ただし，すべてのリンクコネクションが偽に活性化している場合，A-3 の処理は開始されないで省略さ
れます。A-3 の処理が開始されるのは，リンクコネクションのうち，少なくとも 1 つのリンクコネク
ションが真に活性化している場合です。
並列処理終了アクティビティ以降のアクティビティの処理は，並列処理された複数のシーケンスがすべて完
了したあとに実行されます。
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(1)

並列処理アクティビティの定義
並列処理アクティビティの定義の手順を次に示します。
1. 並列処理開始アクティビティをキャンバスに配置します。
アクティビティを配置する方法については，
「5.4.1

アクティビティを配置する」を参照してください。

2. 並列処理開始アクティビティから枝分かれするシーケンスの各アクティビティを配置・定義します。
アクティビティを配置する方法については，「5.4.1 アクティビティを配置する」を，アクティビティ
を定義する方法は，「5.6 アクティビティの定義」の各アクティビティの説明を参照してください。
3. 並列処理終了アクティビティをキャンバスに配置します。
アクティビティを配置する方法については，
「5.4.1

アクティビティを配置する」を参照してください。

4. 並列処理開始アクティビティから並列処理終了アクティビティまでの各アクティビティを連結します。
アクティビティを連結する方法については，「5.4.2(2)

連結の設定方法」を参照してください。

5. 次のどちらかの方法で［並列処理アクティビティ］ダイアログを表示させます。
• キャンバスの並列処理開始アクティビティをダブルクリックする
• キャンバスの並列処理開始アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する
［並列処理アクティビティ］ダイアログが表示されます。
6.［並列処理アクティビティ］ダイアログに必要な情報を入力します。
［並列処理アクティビティ］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプ
ラットフォーム リファレンス」の「1.4.24 並列処理アクティビティダイアログ」を参照してくださ
い。複数シーケンス間のリンクの設定方法の詳細については，
「5.6.15(2) シーケンス間リンクの定義」
を参照してください。
7.［OK］ボタンをクリックします。

(2)

シーケンス間リンクの定義
並列に処理する複数のシーケンス間でのリンクの定義手順について次に示します。
1. 次のどちらかの方法で［並列処理アクティビティ］ダイアログを表示させます。
• キャンバスの並列処理開始アクティビティをダブルクリックする
• キャンバスの並列処理開始アクティビティを選択して右クリックし，［設定］を選択する
［並列処理アクティビティ］ダイアログが表示されます。
2. 並列処理内で設定するリンクの数だけ，リンク名を入力します。
3.［OK］ボタンをクリックし，［並列処理アクティビティ］ダイアログを閉じます。
4. リンクさせるアクティビティを連結します。
アクティビティを配置する方法については，
「5.4.1

アクティビティを配置する」を参照してください。

5. 次のどちらかの方法で［リンク］ダイアログを表示させます。
• 手順 4.で設定した連結線をダブルクリックする
• 手順 4.で設定した連結線を選択して右クリックし，［設定］を選択する
［リンク］ダイアログが表示されます。
6.［リンク］ダイアログに必要な情報を入力します。
［リンク］ダイアログの表示・入力内容の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リ
ファレンス」の「1.4.25 リンクダイアログ」を参照してください。
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リンクの条件を設定する場合，［遷移条件設定］ボタンをクリックします。表示される［条件設定］ダ
イアログで，リンクの条件を設定できます。リンクの条件は XPath 式で入力します。
［条件設定］ダイ
アログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.26 条件設
定ダイアログ（並列処理アクティビティ）」を参照してください。
7.［OK］ボタンをクリックします。
!

注意事項
並列処理開始アクティビティまたは分岐処理開始アクティビティからリンクが定義された場合，処理の流れは次

の図のようになります。
図 5‒17

(3)

並列処理開始アクティビティまたは分岐処理開始アクティビティからリンクが定義された場合の処理
の流れ

定義時の注意事項
• アクティビティ名はビジネスプロセス（スコープ内も含む）内で一意になるように指定してください。
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• アクティビティ名は 64 バイト以内にしてください。
• ダイアログの入力フィールドに制御文字は指定しないでください。
• 設定するリンク名の長さは 64 バイト以内にしてください。
• 分岐終了アクティビティに接続しないでください。
• 次に示すコネクションは接続しないでください。
• 開始アクティビティを元とするコネクション※1
• あるアクティビティのあるフォルト処理の開始点を元とするコネクション※1
• 並列処理開始アクティビティは，対応する 1 つの並列処理終了アクティビティに接続してください。※
2

• 対応する並列処理を並列処理終了アクティビティに接続してください。※2
• 並列処理は必ず並列処理終了アクティビティに接続してください。※2
• 並列処理開始アクティビティと，対応する並列処理終了アクティビティの間には，1 つ以上のアクティ
ビティを設定してください。
• リンクコネクションに有効なリンク名を設定してください。
注※1
アクティビティを元とするコネクション，およびあるアクティビティのあるフォルト処理の開始点を元
とするコネクションについては，「図 5-26 コネクションの例」を参照してください。
注※2
並列処理するシーケンスの終端がフォルト送出アクティビティの場合を除きます。

5.6.16

終了アクティビティ

ビジネスプロセスの終了を表します。キャンバス上に 1 つだけ配置されます。このアクティビティは削除
できません。
なお，終了アクティビティには，定義する内容はありません。

5.6.17

順次処理アクティビティ

順次処理される一連のアクティビティの情報を保持するためのアクティビティです。順序処理アクティビ
ティは，必要に応じて自動で生成されます。順序処理アクティビティは，次に示すアクティビティの情報を
保持します。
• 開始アクティビティと終了アクティビティの間に定義された一連のアクティビティ（スコープおよび繰
り返しのキャンバスに定義されたアクティビティも同様）
• 分岐開始アクティビティと分岐終了アクティビティの間に定義された各分岐での一連のアクティビ
ティ
• 並列処理開始アクティビティと並列処理終了アクティビティの間に定義された各分岐での一連のアク
ティビティ
• フォルトコネクションからつながるフォルト処理を行う一連のアクティビティ
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XPath を指定する

アクティビティの定義で使用するダイアログの入力欄には，XPath を指定する必要があります。アクティ
ビティの定義と XPath を指定するダイアログの入力欄を次の表に示します。
表 5‒15
項番

アクティビティの定義と XPath を指定するダイアログの入力欄
アクティビティ名

ダイアログの入力欄

1

代入アクティビティ

［代入アクティビティ］サブダイアログの［コピー元］の［値］

2

分岐アクティビティ

［条件設定］ダイアログ（分岐アクティビティ）の［条件式］

3

並列処理アクティビティ（リ
ンクコネクション）

4

繰り返しアクティビティ

リンクコネクションの［条件設定］ダイアログの［条件式］

［繰り返し条件設定］ダイアログの［条件式］
［繰り返しリスト設定］ダイアログの［繰り返しリスト］

5

待機アクティビティ

［待機アクティビティ］ダイアログの［待機時間］の［式］

XPath の中では，拡張関数を使用して変数内の情報を取得する方法と，変数名を直接指定して情報を取得
する方法の 2 つがあります。拡張関数については，「5.6.18(3) 拡張関数」を参照してください。

(1)

拡張関数を使用して変数内の情報を取得する方法
拡張関数を使用して変数内の情報を取得する方法を次に示します。

(a) 代入アクティビティサブダイアログでの指定
コピー元の値を取得するために，［値］には拡張関数で XPath を指定します。
属性 propertyName の値を取得する場合
拡張関数 bpws:getVariableProperty を使用して，属性 propertyName の値を取得します。変数の型
がメッセージ型（XML または non-XML）の場合に使用できます。
指定方法
bpws:getVariableProperty('variableName','propertyName')

• variableName：変数名を指定します。
• propertyName：variableName で指定した変数内で定義されている，xml 型以外の部分名を
指定します。
指定例
bpws:getVariableProperty('VariableX','PropertyY')

変数の値を直接指定する場合
拡張関数 csc:getVariableData を使用して変数の値を取得します。変数の型がメッセージ型（XML ま
たは non-XML），string 型，numeric 型，または boolean 型の場合に使用できます。
指定方法（メッセージ型（XML または non-XML）のとき）
csc:getVariableData('variableName','locationPath')

• variableName：変数名を指定します。
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• locationPath：XML スキーマのノードを示すパス（［変数の表示］ダイアログの［選択パス］
で取得したパス）を指定します。
指定例
csc:getVariableData('VariableX','input/forInvoke/depositData/id')

指定方法（string 型，numeric 型，または boolean 型のとき）
csc:getVariableData('variableName')

• variableName：変数名を指定します。
指定例
csc:getVariableData('VariableX')

ヘッダ割当変数の初期化状態を取得する場合
拡張関数 csc:getMessageInitialize を使用して，ヘッダ割当変数の初期化状態を取得します。変数の型
がメッセージ型（XML，non-XML または any）の場合に使用できます。
指定方法
csc:getMessageInitialize('variableName')

• variableName：ヘッダ割当変数名を指定します。
指定例
csc:getMessageInitialize('VariableX')

メッセージ型変数（non-XML）の 16 進数形式の文字列を取得する場合
拡張関数 csc:getHexVariableData を使用して，メッセージ型変数（non-XML または any）の 16 進
数形式の文字列（半角英数大文字）を取得します。
変数の型がメッセージ型（non-XML または any）の場合に使用できます。
指定方法
csc:getHexVariableData('variableName','beginIndex','compNumber')

• variableName：取得元のメッセージ型（non-XML または any）の変数名を指定します。
• beginIndex：取得開始位置のバイト数を指定します。
• compNumber：取得するバイト数を指定します。
指定例
csc:getHexVariableData('VariableX','2','1')

文字列を 16 進数形式で取得する場合
拡張関数 csc:getHexString を使用して，16 進数形式の文字列（半角英数大文字）を取得します。
指定方法
csc:getHexString('convertString','characterCode')

• convertString：16 進数形式に変換する文字列を指定します。
• characterCode：文字列からバイトデータにエンコードする場合に使用する文字コードを指定
します。指定できる文字コードは，この関数を使用する環境の JavaVM に依存します。
指定例
csc:getHexString('PNG','UTF-8')
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条件設定ダイアログでの指定
変数の値を判定する条件式を設定するために，［条件式］に条件となる式を XPath で指定します。
属性 propertyName の値を条件式にする場合
拡張関数 bpws:getVariableProperty を使用して，属性 propertyName の値により条件文を指定しま
す。変数の型がメッセージ型（XML または non-XML）の場合に使用できます。
指定方法
次のどちらかの方法で指定します。
方法 1

bpws:getVariableProperty('variableName','propertyName') = "比較対象の値"

方法 2
bpws:getVariableProperty('variableName','propertyName') =
bpws:getVariableProperty('variableName','propertyName')

• variableName：変数名を指定します。
• propertyName：variableName で指定した変数内で定義されている，xml 型以外の部分名を
指定します。
指定例
bpws:getVariableProperty('VariableX','PropertyY') = "HITACHI"

変数の値を条件式にする場合
拡張関数 csc:getVariableData を使用して，属性 propertyName の値により条件文を指定します。変
数の型がメッセージ型（XML または non-XML），string 型，numeric 型，または boolean 型の場合に
使用できます。
指定方法（メッセージ型（XML または non-XML）のとき）
csc:getVariableData('variableName','locationPath') = "比較対象の値"

• variableName：変数名を指定します。
• locationPath：XML スキーマのノードを示すパス（［変数の表示］ダイアログの［選択パス］
で取得したパス）を指定します。
指定例
csc:getVariableData('VariableX','input/forInvoke/depositData/userName/firstName') = "Taro"

指定方法（string 型，numeric 型，または boolean 型のとき）
csc:getVariableData('variableName') = "比較対象の値"

• variableName：変数名を指定します。
指定例
csc:getVariableData('VariableX') = false()

注

VariableX が boolean 型の場合です。

ヘッダ割当変数の初期化状態を条件式にする場合
拡張関数 csc:getMessageInitialize を使用して，ヘッダ割当変数の初期化状態を条件式に指定します。
変数の型がメッセージ型（XML，non-XML または any）の場合に使用できます。
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指定方法
csc:getMessageInitialize('variableName') = "比較対象の値"

• variableName：ヘッダ割当変数名を指定します。
指定例
csc:getMessageInitialize('VariableX') = false()

メッセージ型変数（non-XML）の 16 進数形式の文字列を条件式にする場合
拡張関数 csc:getHexVariableData を使用して，メッセージ型変数（non-XML または any）の 16 進
数形式の文字列（半角英数大文字）を取得します。
変数の型がメッセージ型（non-XML または any）の場合に使用できます。
指定方法
csc:getHexVariableData('variableName','beginIndex','compNumber') =
"比較対象の値の16進表記"

• variableName：取得元のメッセージ型（non-XML または any）の変数名を指定します。
• beginIndex：取得開始位置のバイト数を指定します。
• compNumber：取得するバイト数を指定します。
指定例 1（先頭から 3 バイト目の値を取得して判定する場合）
csc: getHexVariableData ('VariableX','2','1') = "4e"

指定例 2（先頭から 3 バイトの値を取得し，その文字列を拡張関数 csc:getHexString を使用して判定
する場合場合）
csc: getHexVariableData ('VariableX','0','3') =
csc:getHexString('PNG','UTF-8')

16 進数形式で取得した文字列を条件式にする場合
拡張関数 csc:getHexString を使用して，16 進数形式の文字列（半角英数大文字）を条件式に指定しま
す。
指定方法
csc:getHexString('convertString','characterCode') = "比較対象の値の16進表記"

• convertString：16 進数形式に変換する文字列を指定します。
• characterCode：文字列からバイトデータにエンコードする場合に使用する文字コードを指定
します。指定できる文字コードは，この関数を使用する環境の JavaVM に依存します。
指定例
csc:getHexString('PNG','UTF-8') = "504E47"

(c)

待機アクティビティダイアログでの指定
［待機時間］の［式］には拡張関数で XPath を指定します。
属性 propertyName の値を取得する場合
拡張関数 bpws:getVariableProperty を使用して，属性 propertyName の値を取得します。変数の型
がメッセージ型（XML または non-XML）の場合に使用できます。
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指定方法
bpws:getVariableProperty('variableName','propertyName')

• variableName：変数名を指定します。
• propertyName：variableName で指定した変数内で定義されている，xml 型以外の部分名を
指定します。
指定例
bpws:getVariableProperty('VariableX','PropertyY')

変数の値を直接指定する場合
拡張関数 csc:getVariableData を使用して，属性 propertyName の値を取得します。変数の型がメッ
セージ型（XML または non-XML）または string 型の場合に使用できます。
指定方法（メッセージ型（XML または non-XML）のとき）
csc:getVariableData('variableName','locationPath')

• variableName：変数名を指定します。
• locationPath：XML スキーマのノードを示すパス（［変数の表示］ダイアログの［選択パス］
で取得したパス）を指定します。

指定例
csc:getVariableData('VariableX','input/forInvoke/depositData/id')

指定方法（string 型のとき）
csc:getVariableData('variableName')

• variableName：変数名を指定します。
指定例
csc:getVariableData('VariableX')

ヘッダ割当変数の初期化状態を取得する場合
拡張関数 csc:getMessageInitialize を使用して，ヘッダ割当変数の初期化状態を取得します。変数の型
がメッセージ型（XML，non-XML または any）の場合に使用できます。
指定方法
csc:getMessageInitialize('variableName')

• variableName：ヘッダ割当変数名を指定します。
指定例
csc:getMessageInitialize('VariableX')

メッセージ型変数（non-XML）の 16 進数形式の文字列を取得する場合
拡張関数 csc:getHexVariableData を使用して，メッセージ型変数（non-XML または any）の 16 進
数形式の文字列（半角英数大文字）を取得します。
変数の型がメッセージ型（non-XML または any）の場合に使用できます。
指定方法
csc:getHexVariableData('variableName','beginIndex','compNumber')

• variableName：取得元のメッセージ型（non-XML または any）の変数名を指定します。
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• beginIndex：取得開始位置のバイト数を指定します。
• compNumber：取得するバイト数を指定します。
指定例
csc:getHexVariableData('VariableX','2','1')

文字列を 16 進数形式で取得する場合
拡張関数 csc:getHexString を使用して，16 進数形式の文字列（半角英数大文字）を取得します。
指定方法
csc:getHexString('convertString','characterCode')

• convertString：16 進数形式に変換する文字列を指定します。
• characterCode：文字列からバイトデータにエンコードする場合に使用する文字コードを指定
します。指定できる文字コードは，この関数を使用する環境の JavaVM に依存します。
指定例
csc:getHexString('PNG','UTF-8')

!

注意事項
待機時間を指定する場合は，次の点に注意してください。
• 待機時間に「間隔」を指定する場合
XPath 式を評価して得ることができる文字列は，XML Schema 型 duration（xsd:duration）に従っている
必要があります。
• 待機時間に「期限」を指定する場合
XPath 式を評価して得ることができる文字列は，XML Schema 型 dateTime（xsd:dateTime）に従ってい
る必要があります。
これらの仕様は BPEL 標準規格により定められています。そのため，ビジネスプロセスの numeric 型および
boolean 型の変数は指定できません。
なお，XPath 式を指定する代わりに，
「"」または「'」で囲むことで，直接間隔または期限を指定することもでき
ます。
詳細については，「5.6.10(2)

(2)

待機時間として指定できる文字列」を参照してください。

変数名を直接指定して情報を取得する方法
変数名を直接指定して情報を取得する方法を次に示します。

(a)

代入アクティビティサブダイアログでの指定
［コピー元］の［値］を取得するための XPath を直接指定します。
属性 propertyName の値を取得する場合
拡張関数を使用して変数内の情報を取得する方法を実施してください。
変数の値を直接指定する場合
「$variableName」で変数名を直接指定します。変数の型がメッセージ型，string 型，numeric 型，ま
たは boolean 型の場合に使用できます。
指定方法（メッセージ型のとき）

$variableName/locationPath

• variableName：変数名を指定します。
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• locationPath：XML スキーマのノードを示すパス（［変数の表示］ダイアログの［選択パス］
で取得したパス）を指定します。
指定例
$VariableX/input/forInvoke/depositData/id

指定方法（string 型，numeric 型，または boolean 型のとき）
$variableName

• variableName：変数名を指定します。
指定例
$VariableX

(b)

条件設定ダイアログでの指定
［条件式］の XPath を直接指定します。
属性 propertyName の値を条件式にする場合
拡張関数を使用して条件式を指定する方法を実施してください。
変数の値を条件式にする場合
「$variableName」で変数名を直接指定します。変数の型がメッセージ型，string 型，numeric 型，ま
たは boolean 型の場合に使用できます。
指定方法（メッセージ型のとき）

$variableName/locationPath

• variableName：変数名を指定します。
• locationPath：XML スキーマのノードを示すパス（［変数の表示］ダイアログの［選択パス］
で取得したパス）を指定します。
指定例
$VariableX/input/forInvoke/depositData/userName/firstName = "Taro"

指定方法（string 型，numeric 型，または boolean 型のとき）
$variableName

• variableName：変数名を指定します。
指定例
$VariableX = false()

注
(c)

VariableX が boolean 型の場合です。

待機アクティビティダイアログでの指定
［待機時間］の［式］には拡張関数で XPath を指定します。
属性 propertyName の値を取得する場合
拡張関数を使用して変数内の情報を取得する方法を実施してください。
変数の値を直接指定する場合
「$variableName」で変数名を直接指定します。変数の型がメッセージ型または string 型の場合に使用
できます。
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指定方法（メッセージ型のとき）
$variableName/locationPath

• variableName：変数名を指定します。
• locationPath：XML スキーマのノードを示すパス（［変数の表示］ダイアログの［選択パス］
で取得したパス）を指定します。
指定例
$VariableX/input/forInvoke/depositData/id

指定方法（string 型のとき）
$variableName

• variableName：変数名を指定します。
指定例
$VariableX

!

注意事項
待機時間を指定する場合は，次の点に注意してください。
• 待機時間に「間隔」を指定する場合
XPath 式を評価して得ることができる文字列は，XML Schema 型 duration（xsd:duration）に従っている
必要があります。
• 待機時間に「期限」を指定する場合
XPath 式を評価して得ることができる文字列は，XML Schema 型 dateTime（xsd:dateTime）に従ってい
る必要があります。
これらの仕様は BPEL 標準規格により定められています。そのため，ビジネスプロセスの numeric 型および
boolean 型の変数は指定できません。
なお，XPath 式を指定する代わりに，
「"」または「'」で囲むことで，直接間隔または期限を指定することもでき
ます。
詳細については，「5.6.10(2)

(d)

待機時間として指定できる文字列」を参照してください。

繰り返しリスト設定ダイアログでの指定
［繰り返しリスト］の［式］に XPath で直接指定します。なお，リスト指定方式の場合，拡張関数は使用で
きません。
繰り返し要素のノードを指定する場合
指定方法

$variableName/locationPath

• variableName：変数名を指定します。
• locationPath：XML スキーマのノードを示す繰り返し要素のパス（［変数の表示］ダイアログ
の［選択パス］で取得したパス）を指定します。
指定例
$VariableX/*[local-name()='loop-element' and namespace-uri()='http://example.com/sample']/*[localname()='child-element' and namespace-uri()='http://example.com/sample']
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繰り返し要素のノードを複数指定する場合
指定方法
($variableName/locationPath | $variableName/locationPath)

• variableName：変数名を指定します。
• locationPath：XML スキーマのノードを示す繰り返し要素のパス（［変数の表示］ダイアログ
の［選択パス］で取得したパス）を指定します。
指定例
($VariableX/*[local-name()='loop-element' and namespace-uri()='http://example.com/sample']/*[localname()='child-element' and namespace-uri()='http://example.com/sample'][1] | $VariableX/*[local-name()='loopelement' and namespace-uri()='http://example.com/sample']/*[local-name()='child-element' and namespaceuri()='http://example.com/sample'][3])

特定の範囲の繰り返し要素のノードを指定する場合
指定方法（範囲指定）
$variableName/locationPath[position()<10]

• variableName：変数名を指定します。
• locationPath：XML スキーマのノードを示す繰り返し対象のパス（［変数の表示］ダイアログ
の［選択パス］で取得したパス）を指定します。
指定例
$VariableX/*[local-name()='loop-element' and namespace-uri()='http://example.com/sample']/*[localname()='child-element' and namespace-uri()='http://example.com/sample'][position()<10]

(3)

拡張関数
拡張関数には，次に示す(i)〜(v)の 5 つがあります。拡張関数の形式，引数，および拡張関数を使用する場
合の注意事項を説明します。
(i) bpws:getVariableProperty
形式
bpws:getVariableProperty('variableName','propertyName')
引数
variableName
変数名を指定します。
propertyName
variableName で指定した変数内で定義されている，xml 型以外の部分名を指定します。
(ii) csc:getVariableData
形式
csc:getVariableData('variableName','locationPath')
引数
variableName
変数名を指定します。
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locationPath
XML スキーマのノードを示すパスを指定します。
注意事項
• 変数がメッセージ型以外の場合，引数には variableName だけを指定してください。
• 変数がメッセージ型以外の場合，関数は変数の型に応じたデータ型を返します。
• variableName で指定した変数のデータに対して，locationPath で指定したパスを評価した結果
は，文字列型（java.lang.String へマッピング）で返します。
• locationPath に「'」を含む場合，locationPath を「"」で囲んでください。
(iii) getMessageInitialize
形式
csc:getMessageInitialize('variableName')
引数
variableName
変数名を指定します。
注意事項
• variableName に指定する変数の variable 要素は，xml 型で定義してください。
• variableName に指定した変数の初期化状態は，boolean 型で返します。
初期化済みの場合：true
未初期化の場合：false
(iv) getHexVariableData
形式
csc:getHexVariableData('variableName','beginIndex','compNumber')
引数
variableName
変数名を指定します。
beginIndex
取得開始位置のバイト数を指定します。
compNumber
取得するバイト数を指定します。
注意事項
• beginIndex には 0 以上，compNumber には 1 以上の値を指定できます。ただし，beginIndex の
値と compNumber の値を足した数が，variableName に指定した変数のバイト数より小さくなる
よう指定してください。beginIndex の値と compNumber の値を足した数が，variableName に
指定した変数のバイト数以上の場合は，XPathFunctionException が発生します。
• beginIndex および compNumber に数値以外の値を指定した場合，XPathFunctionException が
発生します。
• variableName に変数として存在しない値を指定した場合，XPathFunctionException が発生しま
す。
(v) getHexString

234

5

ビジネスプロセスの定義

形式
csc:getHexString('convertString','characterCode')
引数
convertString
16 進数形式に変換する文字列を指定します。
characterCode
文字列からバイトデータを取得する際に使用する文字コードを指定します。
注意事項
• convertString に空文字（''）を指定した場合は，処理結果として空文字を返します。
• 変数を使用する環境の JavaVM が対応する文字コード以外を characterCode に設定した場合，
XPathFunctionException が発生します。
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5.7

コメントの配置

コメントによって，ビジネスプロセスエディタ上にビジネスプロセスやアクティビティなどの説明を記載で
きます。
コメントは，ビジネスプロセスエディタのパレットから，［コメント］を選択して，配置します。
編集の開始方法
• コメントをダブルクリックする。
• コメントが選択状態のとき，コメントをシングルクリックする。
• コメントが選択状態のとき，［F2］キーを押す。
• コメントのコンテキストメニューで［設定］を選択する。
編集の終了方法
• 編集中のコメントの外側をクリックする。
• ［Ctrl］キー＋［Enter］キーを押す。

236

5

5.8

ビジネスプロセスの定義

ビジネスプロセスの保存

ビジネスプロセス定義画面で編集中のビジネスプロセスの内容を，編集途中や編集終了時に新規保存した
り，上書き保存したりできます。保存した内容はリポジトリに保存されます。
変数定義で指定した電文フォーマット定義ファイル，およびデータ変換定義で生成したデータ変換定義ファ
イルは，ビジネスプロセス定義画面と同時に保存されます。
ビジネスプロセスを保存する手順を次に示します。
方法 1
Eclipse のメニューから，［ファイル］−［保管］を選択します。
方法 2
Eclipse のメニューから，［ファイル］−［すべて保管］を選択します。
方法 3
ビジネスプロセス定義画面で，［Ctrl］キー＋［S］キーを押します。
なお，ビジネスプロセス定義画面を閉じてビジネスプロセスの定義を終了する場合に，ビジネスプロセスが
保存されていないときは，リソース保管ダイアログが表示されます。リソース保管ダイアログでは，保存さ

れていないビジネスプロセスの定義を保存できます。
!

注意事項
不正なデータが入力されている場合，ビジネスプロセスを保存できないことがあります。その場合，表示されて
いるメッセージに従って対処してください。
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5.9

ビジネスプロセスの編集

保存したビジネスプロセスの内容を変更できます。ビジネスプロセスの内容を変更するには，ビジネスプロ
セス定義画面を表示して，内容を編集します。ビジネスプロセス定義画面は，ツリービューのサービス定義
一覧から，該当するビジネスプロセスを選択し，ダブルクリックすると表示されます。
ビジネスプロセスの内容の定義方法については，
「5.3
い。

5.9.1

ビジネスプロセスの内容の定義」を参照してくださ

ビジネスプロセスおよびアクティビティの定義情報を変更する

ビジネスプロセス，およびアクティビティの定義情報を変更できます。
!

注意事項
定義情報をプロパティービューで変更している場合は，変更を反映してからほかの操作を実行してください。

(1)

ビジネスプロセスの定義情報を変更する
ビジネスプロセスの定義情報を変更するには，次の 2 つの方法があります。
方法 1
1. ツリービューのサービス定義一覧で表示されたサービスから，該当するビジネスプロセスを選択し，
ダブルクリックします。
選択したビジネスプロセスのビジネスプロセス定義画面が表示されます。
2. 内容を変更します。
方法 2
プロパティから，次に示すビジネスプロセスの定義情報を変更できます。次の情報以外を変更する場合
は，方法 1 を実施します。
• ビジネスプロセス名
• サービス ID※
• ステータスの永続化
注※
サービス ID を変更する場合，8 バイト以内の英数字およびアンダーバー（_）で指定してください。
1. ツリービューのサービス定義一覧で表示されたサービスから，該当するビジネスプロセスを選択し
ます。
選択したビジネスプロセスに関するプロパティがプロパティービューに表示されます。
2. 変更する項目を選択して変更します。
入力項目の前後に半角スペースや全角スペースを指定できません。

(2)

アクティビティの定義情報を変更する
アクティビティの定義情報を変更するには，次の 2 つの方法があります。
方法 1
1. ツリービューのサービス定義一覧で表示されたサービスから，該当するビジネスプロセスを選択し，
ダブルクリックします。
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ビジネスプロセス定義画面が表示されます。
2. キャンバス上の該当するアクティビティを選択します。
3. ダブルクリック，または右クリックで「設定」を選択します。
アクティビティのダイアログが表示されます。
4. 内容を変更します。
方法 2
開始アクティビティおよび終了アクティビティ以外のアクティビティの場合，プロパティからサービス
名を変更できます。サービス名以外の情報を変更する場合は，方法 1 を実施します。
アクティビティの定義情報をプロパティから変更する手順を次に示します。
1. ビジネスプロセス定義画面のキャンバス上のアクティビティを 1 つ選択します。
選択したアクティビティに関するプロパティがプロパティービューに表示されます。
2. 変更する項目をダブルクリックして変更します。
入力項目の前後に半角スペースや全角スペースを指定できません。

5.9.2

アクティビティ名を変更する

開始アクティビティおよび終了アクティビティを除く，すべてのアクティビティ名を変更できます。
アクティビティ名は，ビジネスプロセス内で一意である必要があります。また，入力項目の前後に半角ス
ペースや全角スペースを指定できません。
!

注意事項
アクティビティ名などをプロパティービューで変更している場合は，変更を反映してからほかの操作を実行して
ください。

アクティビティ名を変更するには，次の 2 つの方法があります。
方法 1
1. キャンバス上でアクティビティを選択します。
2. アクティビティを選択したまま，左クリックまたは［F2］キーを押します。
3. アクティビティ名を編集します。
4.［Enter］キーを押すか，カーソルを外します。
アクティビティ名が変更されます。
変更後のアクティビティ名が，ビジネスプロセス内ですでに使用されている場合や空白にした場合は，
エラーになり，変更前のアクティビティに戻ります。
方法 2
1. キャンバス上でアクティビティを選択します。
プロパティービューに選択したアクティビティのプロパティが表示されます。
2. プロパティービューに表示されるアクティビティ名を選択して，アクティビティ名を編集します。
3.［Enter］キーを押すか，カーソルを外します。
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5.9.3

運用中のビジネスプロセス定義を変更する

業務の変更や改善に応じて運用中のビジネスプロセスの定義を変更する場合，変更後の運用に応じて次の中
から変更方法を選択します。
(i) 変更前のビジネスプロセスを新規のプロセスとして呼び出す場合
変更後のビジネスプロセスとして，新規にビジネスプロセスを作成して運用します。変更前後のビジネ
スプロセスで，サービス名とビジネスプロセス定義名を区別する必要があります。
(ii) 変更前のビジネスプロセスと相関セットの一意性を保つことができない場合
変更後のビジネスプロセスとして，新規にビジネスプロセスを作成して運用します。変更前後のビジネ
スプロセスで，サービス名とビジネスプロセス定義名を区別する必要があります。
(iii) 変更前のビジネスプロセス定義に属するプロセスがすべて完了している場合
変更前のビジネスプロセスに属するプロセスをすべて削除し，変更後のビジネスプロセス定義に入れ替
えます。
(iv) (i)〜(iii)以外の場合でサービスリクエスタを変更できるとき
変更後のビジネスプロセスとして，新規にビジネスプロセスを作成して運用します。変更前後のビジネ
スプロセスで，サービス名とビジネスプロセス定義名を区別する必要があります。
(v) (i)〜(iii)以外の場合でサービスリクエスタを変更できないとき
バージョンアップしたビジネスプロセスを作成して並行運用します。バージョンアップ後の変更内容
によってサービスリクエスタの変更も必要です。
それぞれの方法を次に示します。

(1)

新規のビジネスプロセスを作成して運用する方法
(i)，(ii)，(iv)の場合，新規にビジネスプロセスを作成し，変更後のサービス名およびビジネスプロセス定義
名でビジネスプロセスを運用します。手順を次に示します。
1. 運用環境からリポジトリ情報をエクスポートし，開発環境にインポートします。
2. 既存のビジネスプロセス定義を基に新規のビジネスプロセスを作成します。
注 新規および既存のビジネスプロセスで，サービス名とビジネスプロセス定義名を区別する必要があ
ります。
3. ビジネスプロセスをパッケージングします。
パッケージングについては，「7.2

パッケージング」を参照してください。

4. ビジネスプロセスの配備定義をします。
配備定義については，「7.3

HCSC コンポーネントの配備定義」を参照してください。

5. 手順 2.で作成したビジネスプロセスを含むリポジトリ情報をエクスポートし，運用環境にインポートし
ます。
6. ビジネスプロセスを運用環境から実行環境に配備します。
運用環境での操作については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の
「3.1.13 ビジネスプロセスを配備する」を参照してください。

(2)

既存のビジネスプロセスを削除してから最新のビジネスプロセスに入れ替える方法
(iii)の場合，既存のビジネスプロセスを実行環境から削除したあと最新のビジネスプロセスに入れ替えま
す。手順を次に示します。
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1. 運用環境からリポジトリ情報をエクスポートし，開発環境にインポートします。
2. 既存のビジネスプロセスの配備定義を削除します。
ビジネスプロセスの配備定義の削除については，
「7.3
ください。

HCSC コンポーネントの配備定義」を参照して

3. 既存のビジネスプロセス定義をビジネスプロセス定義画面で変更します。
4. ビジネスプロセスをパッケージングします。
パッケージングについては，「7.2

パッケージング」を参照してください。

5. ビジネスプロセスの配備定義をします。
配備定義については，「7.3

HCSC コンポーネントの配備定義」を参照してください。

6. 運用環境で，既存のビジネスプロセス定義に属するプロセスがすべて完了したのを確認してから，実行
環境に配備された HCSC コンポーネントを削除します。
7. 手順 2.および手順 3.で変更したビジネスプロセスを含むリポジトリ情報をエクスポートし，運用環境に
インポートします。
8. ビジネスプロセスを運用環境から実行環境に配備します。
運用環境での操作については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の
「3.1.13 ビジネスプロセスを配備する」を参照してください。

(3)

並行運用する方法
(v)の場合，既存のビジネスプロセスとバージョンアップしたビジネスプロセスを並行運用します。なお，
ビジネスプロセスをバージョンアップする前に，
「5.9.4 ビジネスプロセスのバージョンアップ」を確認し
てください。
1. 運用環境からリポジトリ情報をエクスポートし，開発環境にインポートします。
2. ビジネスプロセスの配備定義を削除します。
ビジネスプロセスの配備定義の削除については，
「7.3
ください。

HCSC コンポーネントの配備定義」を参照して

3. ツリービューのサービス定義一覧のビジネスプロセスを右クリックし，［バージョンアップ］を選択し
ます。
4. 手順 3.で選択したビジネスプロセスをビジネスプロセス定義画面で編集します。
5. ビジネスプロセスをパッケージングします。
パッケージングについては，「7.2

パッケージング」を参照してください。

6. ビジネスプロセスの配備定義をします。
配備定義については，「7.3

HCSC コンポーネントの配備定義」を参照してください。

7. 運用環境で既存のビジネスプロセスを停止および削除します。
8. 手順 2.〜4.で変更したビジネスプロセスを含むリポジトリ情報をエクスポートし，運用環境にインポー
トします。
9. ビジネスプロセスを運用環境から実行環境に配備します。
運用環境での操作については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の
「3.1.13 ビジネスプロセスを配備する」を参照してください。
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5.9.4

ビジネスプロセスのバージョンアップ

ここでは，ビジネスプロセスのバージョンアップ後に実施できる操作，実施できない操作，およびバージョ
ンアップ時の注意事項について説明します。

(1)

バージョンアップ後に実施できる操作
ビジネスプロセスのバージョンアップ後に実施できる操作を表に示します。
表 5‒16

#
1

バージョンアップ後に実施できる操作

対象のアクティ
ビティ
受付アクティビ
ティ※1

2

操作

備考

アクティビティ
名の変更

−

オペレーション
名の変更

バージョンアップ後の変更内容によって，オペレーション名の変更が必要にな
る場合があります。
オペレーション名の変更が必要になる操作は，#4，#7，#15，#18 を参照し
てください。

3

ユーザ定義受付を使用している場合，ユーザ定義受付を新規追加する必要があ
ります。※3※6

4

ボディ割当変数
の変更

5

相関セットの参照先に指定しているボディ割当変数を変更した場合，オペレー
ション名の変更が必要になります。
ユーザ定義受付を使用している場合，ユーザ定義受付を新規追加する必要があ
ります。※6

6

ヘッダ割当変数
の追加，変更，
削除

SOAP 受付を使用している場合，ユーザ定義受付を新規追加する必要があり
ます。※4※6

7

割当相関セット
割当相関セット群を追加，変更，削除した場合，オペレーション名の変更が必
群の追加，変更， 要になります。これに伴い，ユーザ定義受付を使用している場合，ユーザ定義
削除
受付を新規追加する必要があります。※6

8

相関セット（名前と値のペア）は，すべてのバージョン間で一意である必要が
あります。

9

通信モデルの変
更

ユーザ定義受付を使用している場合，ユーザ定義受付を新規追加する必要があ

10

インスタンス生
成の変更

−

11

アクティビティ
の追加，削除

−

アクティビティ
名の変更

−

オペレーション
名の変更

バージョンアップ後の変更内容によって，オペレーション名の変更が必要にな
る場合があります。

12

応答アクティビ
ティ※1

13

ります。※6

オペレーション名の変更が必要になる操作は，#4，#7，#15，#18 を参照し
てください。
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#

対象のアクティ
ビティ

14

応答アクティビ
ティ※1

15
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操作

備考

オペレーション
名の変更

ユーザ定義受付を使用している場合，ユーザ定義受付を新規追加する必要があ

ボディ割当変数
の変更

相関セット参照先に指定しているボディ割当変数を変更した場合，オペレー
ション名の変更が必要になります。

16

ります。※3※6

ユーザ定義受付を使用している場合，ユーザ定義受付を新規追加する必要があ
ります。※6

17

ヘッダ割当変数
の追加，変更，
削除

SOAP 受付を使用している場合，ユーザ定義受付を新規追加する必要があり
ます。※4※6

18

割当相関セット
割当相関セット群を追加，変更，削除した場合，オペレーション名の変更が必
群の追加，変更， 要になります。これに伴い，ユーザ定義受付を使用している場合，ユーザ定義
削除
受付を新規追加する必要があります。※6

19

相関セット（名前と値のペア）は，すべてのバージョン間で一意である必要が
あります。

20

21

フォルト名の変
更，削除

SOAP 受付を使用している場合，ユーザ定義受付を新規追加する必要があり

アクティビティ
の追加，削除

−

ます。※5※6

22

その他のアク
ティビティ

アクティビティ
の追加，変更，
削除

サービス呼出アクティビティで割当相関セット群を追加，変更，削除した場
合，相関セット（名前と値のペア）は，すべてのバージョン間で一意である必
要があります。

23

ユーザ定義受付

ユーザ定義受付

最新バージョンで使用するユーザ定義受付を追加できます。

※2

の追加※7

また，最新および最新以外のバージョンで共用するユーザ定義受付も追加でき
ます。

ユーザ定義受付

バージョンに関係なくユーザ定義受付を変更できます。

24

の変更※7
25

ユーザ定義受付
の削除

最新バージョンだけで使用しているユーザ定義受付は削除できます。

（凡例）
−：該当する説明はありません。
注※1
操作は最新のバージョンが対象です。最新以外のバージョンでは参照および変更できません。
注※2
ユーザ定義受付は，バージョンに関係なく参照できます。
注※3
ユーザ定義受付で定義されているほかのオペレーション名に変更する場合，またはユーザ定義受付を使用していて，
ユーザ定義受付にオペレーション名を追加する場合は不要です。
注※4
データ検証機能が無効（HCSC サーバランタイム定義ファイルの telegram-notfound-soapheader プロパティに
「IGNORE」を指定した場合）で，変更による動作上の問題がない場合は不要です。
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注※5
ユーザ定義受付で定義されているほかのフォルト名に変更する場合は不要です。
注※6
ユーザ定義受付を新規追加する場合は「(3)(b) ユーザ定義受付を使用しているときの注意」を参照してください。
注※7
対応するビジネスプロセスの定義内容を考慮してユーザ定義受付を定義する必要があります。なお，最新以外のバー
ジョンとの整合性はユーザ定義受付の検証でチェックされます。ユーザ定義受付の検証については，マニュアル
「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「2.10 ユーザ定義受付の検証」を参照してくだ
さい。

(2)

バージョンアップ後に実施できない操作
ビジネスプロセスのバージョンアップ後に実施できない操作を表に示します。
表 5‒17

#

バージョンアップ後に実施できない操作

対象のアクティ
ビティ

操作

備考

サービス ID の
変更

−

2

ステータスの永
続化の変更

−

3

ビジネスプロセ
ス名の変更

−

1

ビジネスプロセ
ス※1

4

ユーザ定義受付
※2

5

ユーザ定義受付
の追加

最新以外のバージョンで使用するユーザ定義受付は追加できません。

ユーザ定義受付
の削除

バージョンアップを実行したときに定義されていたユーザ定義受付は削除で
きません。

（凡例）
−：該当する説明はありません。
注※1
操作は最新のバージョンが対象です。最新以外のバージョンでは参照および変更できません。
注※2
ユーザ定義受付は，バージョンに関係なく参照できます。

なお，ビジネスプロセスをバージョンアップした場合，最新以外のバージョンのビジネスプロセスでは次の
機能を使用できません。
• ビジネスプロセスのデバッグ
• 新規プロセスインスタンスの呼び出し

(3)

ビジネスプロセスのバージョンアップ時の注意事項
ビジネスプロセスをバージョンアップする場合，バージョンアップ後の変更内容によっては最新以外のバー
ジョンのビジネスプロセスを実行できなくなる可能性があります。
次の内容を確認して，変更後の影響を検討してから定義情報を変更してください。また，バージョンアップ
前に定義情報のバックアップを取得することを推奨します。
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最新のバージョンでビジネスプロセス定義を変更するときの注意
最新以外のバージョンのビジネスプロセスは次の流れで実行されます。
1. 呼び出し時に指定されたオペレーション名を基に，最新バージョンから最新以外のバージョンのビジネ
スプロセス定義を参照して，該当するオペレーション名が定義されている受付アクティビティを取得し
ます。
2. 受付アクティビティの相関セット取得位置を基に，電文から相関セットの値を取得します。
3. 相関セットの値を基に，実行中のプロセスを取得します。
4. 取得したプロセスのバージョンを最新バージョンから順に比較して，一致した場合そのバージョンのビ
ジネスプロセス定義で処理を続行します。
最新以外のバージョンの完了していないプロセスインスタンスが存在する環境でビジネスプロセスをバー
ジョンアップしたあと，最新のバージョンのビジネスプロセス定義を変更する場合，上記の処理および変更
の影響を考慮してビジネスプロセス定義を変更してください。
バージョンアップ後に最新以外のバージョンのビジネスプロセスを実行するときの処理の流れを次の図に
示します。
図 5‒18

バージョンアップ後に最新以外のバージョンのビジネスプロセスを実行するときの処理の流れ
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(b) ユーザ定義受付を使用しているときの注意
ユーザ定義受付を使用しているビジネスプロセスのバージョンアップ後に次の操作を実施した場合，最新以
外のバージョンで使用しているユーザ定義受付を残したまま，最新バージョンで使用するユーザ定義受付を
新規追加する必要があります。
• オペレーション名の変更
• ボディ割当変数の変更
• ヘッダ割当変数の追加，変更，削除
• 割当相関セット群の追加，変更，削除
• フォルト名の変更，削除
ただし，上記の場合でもユーザ定義受付を新規追加しなくてもよい場合があります。詳細は「表 5-16
ジョンアップ後に実施できる操作」の備考および注釈を参照してください。

バー

バージョンアップ後にユーザ定義受付を新規追加する必要がある場合の，ビジネスプロセスの変更例を次の
図に示します。
図 5‒19
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相関セットの一意性に関する注意
バージョンアップ後に相関セット（名前と値のペア）の一意性が保たれなかった場合，最新バージョンと最
新以外のバージョンで予期しないプロセスの呼び出しが発生する可能性があります。
バージョンアップ後にバージョンアップ前と同じ値の相関セットを指定した場合の動作を次の図に示しま
す。
図 5‒20

(d)

相関セットの一意性が保たれなかった場合（受付で相関セットを設定）

相関セットに関わる変更を行うときの注意
バージョンアップ後に次の操作を実施した場合，相関セットの値が最新バージョンと最新以外のバージョン
で一致しなくなる可能性があります。
• 相関セット参照先に指定しているボディ割当変数（部分指定）の変更
• 割当相関セット群の追加，変更，削除
この場合，最新以外のバージョンのプロセスを実行できなくなることがあります。そのため，相関セットに
関する変更を行った場合は，オペレーション名の変更が必要になります。
バージョンアップ後に相関セット名を変更した場合の動作を次の図に示します。
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図 5‒21 相関セットに関わる変更を行う場合（相関セット名を変更）

バージョンアップ後に相関セット参照先を変更した場合の動作を次の図に示します。
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図 5‒22

(e)
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相関セットに関わる変更を行う場合（相関セット参照先を変更）

ボディ割当変数に関わる変更を行うときの注意
バージョンアップ後に，相関セット参照先に指定しているボディ割当変数（部分指定）の変更を行った場
合，相関セットの値が最新バージョンと最新以外のバージョンで一致しなくなる可能性があります。この場
合，最新以外のバージョンのプロセスを実行できなくなることがあります。
そのため，相関セット参照先に指定しているボディ割当変数（部分指定）を変更した場合は，オペレーショ
ン名の変更が必要になります。
バージョンアップ後にボディ割当変数（部分指定）を変更した場合の動作を次の図に示します。
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図 5‒23 ボディ割当変数に関わる変更を行う場合（部分指定を変更）

次の図に示すように，バージョンアップ後にボディ割当変数の XML スキーマを変更した場合，相関セット
の値が取得できて，最新バージョンと最新以外のバージョンで同一の値が取得できれば最新以外のビジネス
プロセスを実行できます。
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図 5‒24

(f)

ビジネスプロセスの定義

ボディ割当変数に関わる変更を行う場合（変数の XML スキーマを変更）

ユーザ定義受付のオペレーションを削除するときの注意事項
ユーザ定義受付を使用するビジネスプロセスで，バージョンアップ後に最新以外のバージョンのオペレー
ションを削除する場合，最新以外のバージョンのプロセスを実行できなくなる可能性があるため注意が必要
です。
バージョンアップ後にユーザ定義受付のオペレーションを削除した場合の動作を次の図に示します。
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図 5‒25 ユーザ定義受付のオペレーションを削除した場合
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ビジネスプロセスの検証

作成したビジネスプロセスの内容が妥当かどうか検証できます。
必要なビジネスプロセス定義がない場合，または定義の関係が正しくない場合は正常に動作しません。その
ため，実行環境で実行する前に，すべてのビジネスプロセス定義を検証する必要があります。
作成したビジネスプロセスに必要な項目がそろっているか，それらの関係が正しいかどうかを検証します。
必要に応じて任意のタイミングで検証できます。
ビジネスプロセスの検証として，次の検証を行います。
• ビジネスプロセス定義の検証
ビジネスプロセスの定義内容を検証します。設定項目，ビジネスプロセスが構造化されているか，およ
びそのほかの検証を行います。
• 呼出サービス部品の検証
サービス呼出アクティビティで呼び出しているサービス部品との整合性を検証します。
• Java の検証
Java 呼出アクティビティで使用する Java クラス，および Java クラスから使用するライブラリについ
て検証します。

• データ変換定義検証
データ変換アクティビティのデータ変換定義の内容を検証します。
• ユーザ定義受付検証
検証対象のビジネスプロセスに含まれるユーザ定義受付の定義内容を検証します。
ビジネスプロセス定義，呼出サービス部品，および Java の検証内容については，「5.10.1
参照してください。

検証内容」を

ユーザ定義受付の検証の内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダ
プタ定義編」の「2.10 ユーザ定義受付の検証」を参照してください。

5.10.1

検証内容

ビジネスプロセスの検証では，次の内容を検証します。
• 設定項目の検証
• 定義されたビジネスプロセスが構造化されているかの検証
• そのほかの検証
検証中にエラーが 100 件を超えた場合，検証途中でも検証が中止されます。この場合は，作成したビジネ
スプロセスを見直してください。
ビジネスプロセスの検証ではエラーにならなくても，ビジネスプロセスを実行したときに初めてエラーとな
る場合があります。このような場合，ログを採取し，ログに出力されたメッセージに従って対処します。
なお，ビジネスプロセスの検証は，基本的に定義情報だけの検証であり，ビジネスプロセスの実行時にエ
ラーが発生しないことを保証するものではありません。よって，運用する前に十分なテストを行ってくださ
い。
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(1)

設定項目の検証
ビジネスプロセス定義画面に記述したビジネスプロセスの各アクティビティに，設定項目が正しく定義され
ているかどうかが検証されます。
表 5‒18

項
番
1

設定項目の検証内容と対処
検証内容

ビジネスプロセス名の長さが，64 バイト以内か。

エラーになった場合の対処
次のどちらかの方法で対処します。
• ビジネスプロセス名を 64 バイト以下に変更。
• 使用する文字コードを変更。

2

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した変数名の長さ
が，64 バイト以内か。

次のどちらかの方法で対処します。
• 変数名を 64 バイト以下に変更。
• 使用する文字コードを変更。

3

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した変数の型が
メッセージ型の場合，変数に対応する電文フォーマットが
設定されているか。

変数・相関セット一覧ダイアログで，メッセージ型の変数
に対応する電文フォーマットを設定します。

4

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した変数の部分名
が設定されているか。

変数・相関セット一覧ダイアログで，変数の部分名を設定
します。

5

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した変数の部分名
に，指定式が設定されているか。

変数・相関セット一覧ダイアログで，変数の部分名に指定
式を設定します。

6

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した変数の部分名
に，型が設定されているか。

変数・相関セット一覧ダイアログで，変数の部分名に型を
設定します。

7

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した相関セット名
の長さの長さが 64 バイト以内か。

次のどちらかの方法で対処します。
• 相関セット名を 64 バイト以下に変更。
• 使用する文字コードを変更。

8

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した相関セットに， 変数・相関セット一覧ダイアログで，相関セットに，部分
部分名が 1 つ以上設定されているか。
名を 1 つ以上設定します。

9

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した相関セットに， 変数・相関セット一覧ダイアログで，相関セットに利用変
利用変数名が設定されているか。
数を設定します。

1
0

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した相関セットに， 変数・相関セット一覧ダイアログで，有効な変数名を設定
有効な変数名が設定されているか。
します。

1
1

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した相関セットで
指定されている変数に，基本型の部分があるか。

1
2

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した相関セットに， 変数・相関セット一覧ダイアログで，相関セットに部分名
部分名が設定されているか。
を設定します。

1
3

変数・相関セット一覧ダイアログで定義した相関セットに， 変数・相関セット一覧ダイアログで，有効な部分名を設定
有効な部分名が設定されているか。
します。

1
4

アクティビティのフォルト処理で，有効な変数が設定され
ているか。

フォルト処理の割当ダイアログで，有効な変数を設定しま
す。

1
5

アクティビティのフォルト処理で，遷移先が設定されてい
るか。

フォルト処理の割当ダイアログで，遷移先を設定します。
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項
番

検証内容

エラーになった場合の対処

1
6

アクティビティのフォルト処理で，割当変数が設定されて
いるか。

フォルト処理の割当ダイアログで，割当変数を設定します。

1
7

アクティビティのフォルト処理で，遷移先が設定されてい
るか。

フォルト処理の割当ダイアログで，遷移先を設定します。

1
8

受付アクティビティで，オペレーション名が設定されてい
るか。

受付アクティビティで，オペレーション名を設定します。

1
9

アクティビティ名の長さが 64 バイト以内か。

次のどちらかの方法で対処します。
• アクティビティ名を 64 バイト以下に変更。
• 使用する文字コードを変更。

2
0

受付アクティビティで，有効なヘッダ割当変数が設定され
ているか。

受付アクティビティで，有効なヘッダ割当変数を設定しま
す。

2
1

受付アクティビティで，有効なルート要素および名前空間
が設定されているか。

受付アクティビティで，有効なルート要素および名前空間
を設定します。

2
2

受付アクティビティで，有効なボディ割当変数が設定され
ているか。

受付アクティビティで，有効なボディ割当変数を設定しま
す。

2
3

受付アクティビティで，有効な割当相関セットが設定され
ているか。

受付アクティビティで，有効な相関セットを設定します。

2
4

リンクコネクションで，リンク名が指定されているか。

リンクコネクションに，リンク名を設定します。

2
5

リンクコネクションで，リンク先の遷移条件が「あり」に
設定されている場合に，XPath が設定されているか。

リンクコネクションについて，次のどちらかの方法で対処
します。
• 遷移条件を設定。
• 遷移条件に「なし」を選択。

2
6

応答アクティビティで，オペレーション名が設定されてい
るか。

応答アクティビティで，オペレーション名を設定します。

2
7

応答アクティビティで，有効なヘッダ割当変数が設定され
ているか。

応答アクティビティで，有効なヘッダ割当変数を設定しま
す。

2
8

応答アクティビティで，有効なルート要素および名前空間
が設定されているか。

応答アクティビティで，有効なルート要素および名前空間
を設定します。

2
9

応答アクティビティで，有効なボディ割当変数が設定され
ているか。

応答アクティビティで，有効なボディ割当変数を設定しま
す。

3
0

応答アクティビティで，有効な割当相関セットが設定され
ているか。

応答アクティビティで，有効な相関セットを設定します。

3
1

応答アクティビティで，ボディ割当変数が指定されている
か。

応答アクティビティで，ボディ割当変数を設定します。

3
2

サービス呼出アクティビティで，呼び出すサービス名が設
定されているか。

サービス呼出アクティビティで，呼び出すサービス名を設
定します。

3
3

サービス呼出アクティビティで，有効な要求電文用のヘッ
ダ割当変数が設定されているか。

サービス呼出アクティビティで，有効な要求電文用のヘッ
ダ割当変数を設定します。
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項
番

検証内容

エラーになった場合の対処

3
4

サービス呼出アクティビティで，有効な要求電文用のルー
ト要素および名前空間が設定されているか。

サービス呼出アクティビティで，有効な要求電文用のルー
ト要素および名前空間を設定します。

3
5

サービス呼出アクティビティで，有効な応答電文用のヘッ
ダ割当変数が設定されているか。

サービス呼出アクティビティで，有効な応答電文用のヘッ
ダ割当変数を設定します。

3
6

サービス呼出アクティビティで，有効な応答電文用のルー
ト要素および名前空間が設定されているか。

サービス呼出アクティビティで，有効な応答電文用のルー
ト要素および名前空間を設定します。

3
7

サービス呼出アクティビティで，有効な要求電文用のボ
ディ割当変数が設定されているか。

サービス呼出アクティビティで，有効な要求電文用のボ
ディ割当変数を設定します。

3
8

サービス呼出アクティビティで，有効な応答電文用のボ
ディ割当変数が設定されているか。

サービス呼出アクティビティで，有効な応答電文用のボ
ディ割当変数を設定します。

3
9

サービス呼出アクティビティで，同期呼び出しの場合に，
応答電文用のボディ割当変数が設定されているか。

サービス呼出アクティビティで，同期呼び出しの場合，応
答電文用のボディ割当変数を設定します。

4
0

サービス呼出アクティビティで，有効な相関セットが設定
されているか。

サービス呼出アクティビティで，有効な相関セットを設定
します。

4
1

代入アクティビティで，1 つ以上の代入操作が設定されて
いるか。

代入アクティビティで，1 つ以上の代入操作を設定します。

4
2

代入アクティビティで，コピー元が設定されているか。

代入アクティビティで，コピー元を設定します。

4
3

代入アクティビティで，コピー先が設定されているか。

代入アクティビティで，コピー先を設定します。

4
4

代入アクティビティで，有効なコピー元変数が設定されて
いるか。

代入アクティビティで，有効なコピー元変数を設定します。

4
5

代入アクティビティで，コピー元に有効な部分名が設定さ
れているか。

代入アクティビティで，コピー元に有効な部分名を設定し
ます。

4
6

データ変換アクティビティで，変換元変数が設定されてい
るか。

データ変換アクティビティで，変換元変数を設定します。

4
7

データ変換アクティビティで，有効な変換元変数が設定さ
れているか。

データ変換アクティビティで，有効な変換元変数を設定し
ます。

4
8

データ変換アクティビティで，データ変換定義が設定され
ているか。

データ変換アクティビティで，データ変換定義を設定しま
す。

4
9

データ変換アクティビティのデータ変換定義が正しいか。

検証で出力されたメッセージを参考にして，正しい定義に
修正します。

5
0

代入アクティビティで，コピー元のタイプとして，変数と
式のどちらかが選択されているか。

代入アクティビティで，コピー元のタイプとして，変数と
式のどちらかを設定します。

5
1

代入アクティビティで，コピー元の変数が選択されている
場合，変数名が設定されているか。

代入アクティビティで，コピー元の変数を設定します。

5
2

代入アクティビティで，コピー元の式が選択されている場
合，式が設定されているか。

代入アクティビティで，コピー元の式を設定します。
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項
番

検証内容

エラーになった場合の対処

5
3

代入アクティビティで，コピー先の変数名が設定されてい
る場合，有効な変数が設定されているか。

代入アクティビティで，有効なコピー先変数を設定します。

5
4

データ変換アクティビティで，有効な変換先変数が設定さ
れているか。

データ変換アクティビティで，有効な変換先変数を設定し
ます。

5
5

代入アクティビティで，コピー先に有効な部分名が設定さ
れているか。

代入アクティビティで，コピー先に有効な部分名を設定し
ます。

5
6

代入アクティビティのコピー先，またはデータ変換アク
ティビティの変換先のどちらかで，変数が設定されている

次のどちらかの方法で対処します。

5
7

か。

並列処理開始アクティビティで，設定するリンク名の長さ
が 64 バイト以内か。

• 代入アクティビティで，コピー先の変数を設定します。
• データ変換アクティビティで，変換先の変数を設定しま
す。
並列処理開始アクティビティで，定義されている，リンク
名を次のどちらかの方法で対処します。
• リンク名を 64 バイト以下に変更。
• 使用する文字コードを変更。

5
8

分岐アクティビティで，分岐条件を 1 つ以上設定している
か。

分岐アクティビティで，1 つ以上の分岐条件を設定します。

5
9

分岐アクティビティで，条件分岐またはデフォルトに割り
当てられていない遷移先があるか。

分岐アクティビティで，遷移先を条件分岐またはデフォル
トに割り当てます。

6
0

分岐アクティビティで，条件名が設定されているか。

分岐アクティビティで，分岐の条件名を設定します。

6
1

分岐アクティビティで，条件が設定されているか。

分岐アクティビティで，分岐の条件を設定します。

6
2

繰り返しアクティビティで，繰り返し条件が設定されてい
るか（条件指定方式の場合だけ）。

繰り返しアクティビティで，繰り返し条件を設定します。

6
3

繰り返しアクティビティで，繰り返しリストが指定されて
いるか（リスト指定方式の場合だけ）。

繰り返しアクティビティで，繰り返しリストを指定します。

6
4

繰り返しアクティビティで，繰り返し要素変数が設定され
ているか（リスト指定方式の場合だけ）。

繰り返しアクティビティで，繰り返し要素変数を設定しま
す。

6
5

繰り返しアクティビティで，繰り返し要素変数に有効な変
数名が設定されているか（リスト指定方式の場合だけ）。

繰り返しアクティビティで，有効な繰り返し要素変数を設
定します。

6
6

Java 呼出アクティビティで，Java クラス名が設定されて
いるか。

Java 呼出アクティビティで，Java クラス名を設定します。

6
7

Java 呼出アクティビティで，有効な引数用割当変数が設定
されているか。

Java 呼出アクティビティで，有効な引数用割当変数を設定
します。

6
8

Java 呼出アクティビティで，有効な戻り値用割当変数が設
定されているか。

Java 呼出アクティビティで，有効な戻り値用割当変数を設
定します。

6
9

フォルト送出アクティビティで，有効な割当変数が設定さ
れているか。

フォルト送出アクティビティで，有効な割当変数を設定し
ます。
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項
番

検証内容

エラーになった場合の対処

7
0

待機アクティビティで，待機時間が設定されているか。

待機アクティビティで，待機時間を設定します。

7
1

HCSCTE プロジェクトの lib ディレクトリにディレクト
リがないか。

HCSCTE プロジェクトの lib ディレクトリからディレク
トリを取り除きます。

7
2

HCSCTE プロジェクトの lib ディレクトリに次の名前の
ファイルがないか。

ファイルを削除するか，ファイル名を変更し，HCSCTE
プロジェクトの lib ディレクトリに左記のファイルが含ま
れないようにします。

• csbdef.jar
• cscbp_ejb.jar
• csbjava.jar
7
3

検証アクティビティで，検証する変数が設定されているか。 検証アクティビティで，検証する変数を設定します。

7
4

検証アクティビティで，検証する変数に有効な変数名が設
定されているか。

※

検証アクティビティで，検証する変数に有効な変数名を設
定します。

注※
検証・パッケージングの動作設定ダイアログで，検証の実施有無，または検証メッセージの種類を変更できます。

(2)

定義されたビジネスプロセスが構造化されているかの検証
ビジネスプロセスが，コネクションを使用して構造化されているかどうかが検証されます。
検証でエラーになった場合，エラーとなったコネクションの元のコネクションもエラーとみなされます。
例えば，次の図のように，コネクション E がなかった場合は，分岐アクティビティや並列アクティビティ
などに正常なコネクションが含まれていても，分岐アクティビティを元とするコネクション，並列アクティ
ビティを元とするコネクション，および開始アクティビティを元とするコネクションすべてがエラーとみな
されます。ただし，処理 D がフォルト送出アクティビティの場合，コネクション E は設定できないためエ
ラーにはなりません。
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図 5‒26

ビジネスプロセスの定義

コネクションの例

定義されたビジネスプロセスの構造化の検証内容と対処を次の表に示します。
表 5‒19
項番
1

2

定義されたビジネスプロセスの構造化の検証内容と対処

分類
次の接続先

検証内容

エラーになった場合の対処

遷移元が開始アクティビティの場合，次の接続
先があるか。

開始アクティビティを先頭にして，接続移先の
アクティビティを設定します。

遷移元が並列処理開始アクティビティの場合，
次の接続先があるか。

並列処理開始アクティビティ，およびリンクコ
ネクションで，接続するアクティビティを設定
します。
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項番
3

分類
次の接続先

4

5

並列処理

6

検証内容

エラーになった場合の対処

遷移元が分岐開始アクティビティの場合，次の
接続先があるか。

分岐開始アクティビティで，接続するアクティ
ビティを設定します。

遷移元が上記以外のアクティビティの場合，次
の接続先があるか。

遷移元のアクティビティに接続するアクティ
ビティを設定します。

並列処理が分岐終了アクティビティに接続し
ていないか。

並列処理，対応する並列処理終了アクティビ
ティに接続します。

次に示すコネクションが，並列処理終了アク
ティビティに接続していないか。

次のどちらかの方法で対処します。

• 開始アクティビティを元とするコネクショ
ン※

• 並列処理終了アクティビティを削除。
• 並列処理終了アクティビティを，別のアク
ティビティに変更。

• あるアクティビティのあるフォルト処理の
開始点を元とするコネクション※
7

並列処理開始アクティビティからつながる並
列処理終了アクティビティが複数ないか。

並列処理開始アクティビティを，対応する 1 つ
の並列処理終了アクティビティに接続します。

8

並列処理終了アクティビティが，対応する並列
処理以外からのコネクションも受け付けてい
ないか。

対応する並列処理を並列処理終了アクティビ
ティに接続します。

9

並列処理が終了アクティビティに接続してい
ないか。

並列処理を並列処理終了アクティビティに接
続します。

並列処理開始アクティビティから直接，並列処
理終了アクティビティに接続していないか。

並列処理開始アクティビティと，対応する並列
処理終了アクティビティの間には，1 つ以上の
アクティビティを設定します。

分岐処理が並列処理終了アクティビティに接
続していないか。

分岐処理を対応する分岐終了アクティビティ
に接続します。

次に示すコネクションが，分岐処理終了アク
ティビティに接続していないか。

次のどちらかの方法で対処します。

10

11

12

分岐処理

• 開始アクティビティを元とするコネクショ
ン※

• 分岐終了アクティビティを削除。
• 分岐終了アクティビティを，別のアクティ
ビティに変更。

• あるアクティビティのあるフォルト処理の
開始点を元とするコネクション※
13

分岐開始アクティビティからつながる分岐終
了アクティビティが複数ないか。

分岐開始アクティビティを，対応する 1 つの分
岐終了アクティビティに接続します。

14

分岐終了アクティビティが，対応する分岐処理
以外からのコネクションも受け付けていない
か。

対応する分岐処理を分岐終了アクティビティ
に接続します。

15

分岐処理が終了アクティビティに接続してい
ないか。

分岐処理を分岐終了アクティビティに接続し
ます。

16

分岐開始アクティビティから直接，分岐終了ア
クティビティに接続していないか。

分岐アクティビティと，対応する分岐終了アク
ティビティの間には，1 つ以上のアクティビ
ティを設定します。
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項番

分類

検証内容

17

フォルト処理

あるアクティビティのあるフォルト処理の開
始点を元とするコネクションを処理中に，終了
となっていないか。

ビジネスプロセスの定義

エラーになった場合の対処
フォルト処理の接続先から，終了アクティビ
ティを削除します。

注※
アクティビティを元とするコネクション，およびあるアクティビティのあるフォルト処理の開始点を元とするコネク
ションについては，「図 5-26 コネクションの例」を参照してください。

(3)

そのほかの検証
そのほかに次の表に示す内容が検証されます。
表 5‒20

そのほかの検証内容と対処

項番

分類

検証内容

エラーになった場合の対処

1

ビジネスプロ
セス共通

ビジネスプロセスの最初に実行される基本アク
ティビティが，インスタンスを生成する受付ア
クティビティであるか。

開始アクティビティの次に，インスタンスを
生成する受付アクティビティを接続します。

2

リンクコネクションに有効なリンク名が設定さ
れているか。

リンク元の並列処理開始アクティビティで，
リンク名を設定します。

3

代入アクティビティのコピー元とコピー先の変
数の型が等しいか。

代入アクティビティで，コピー先とコピー元
の変数の型を同じに設定します。

4

複数の受付アクティビティで同一のオペレー
ション名が使用されていないか。

各受付アクティビティでオペレーション名が
一意になるように設定します。

5

同一のオペレーション名を持つ応答アクティビ
ティの変数の型が同一か。

同一のオペレーション名を持つ応答アクティ
ビティで，同じ割当変数名を設定します。

6

同一オペレーションの応答アクティビティの
フォルト名に対応付けられている変数が 1 つ
か。

フォルト処理の割当ダイアログで，同一オペ
レーションの応答アクティビティのフォルト
名に対応する割当変数を 1 つに設定します。

（正しくない例）
• フォルト名 faultA に変数 variableX と
variableY の 2 つが対応している場合
（正しい例）
• フォルト名 faultA に変数 variableX，
フォルト名 faultB に変数 variableY が
対応している場合

• フォルト名 faultA に変数 variableX，
フォルト名 faultB に変数 variableX が
対応している場合
7

循環するリンクコネクションが設定されていな
いか。

リンクコネクションが循環しないように設定
します。

8

フォルト処理外からフォルト処理内へのリンク
コネクションが張られていないか。

フォルト処理からフォルト処理内へのリンク
コネクションを削除するよう設定します。

9

リンク名が複数回利用されていないか。

リンクコネクションで，リンク名がビジネス
プロセス内で一意になるよう変更します。
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項番

分類

検証内容

エラーになった場合の対処

10

ビジネスプロ
セス共通

同期の受付アクティビティのオペレーションに
対応する応答アクティビティがあるか。

同期の受付アクティビティのオペレーション
に対応する応答アクティビティを作成しま
す。

応答アクティビティのオペレーションに対応す
る，同期の受付アクティビティがあるか。

次のどちらかの方法で対処します。

11

• 応答アクティビティのオペレーションに
対応する同期の受付アクティビティを作
成します。
• 応答アクティビティのオペレーション名
を変更します。

12

インスタンスを生成するすべての受付アクティ

インスタンスを生成するすべての受付アク

13

インスタンスを生成する受付アクティビティが
あるか。

次のどちらかの方法で対処します。

ビティで，使用されている相関セットが同じか。 ティビティで，使用する相関セットが同じに
なるように設定します。

• 受付アクティビティで，インスタンス生成
を「yes」に変更します。
• インスタンスを生成する受付アクティビ
ティを作成します。

14

ビジネスプロセスの開始点からコネクションを
追っても到達できないアクティビティがある
か。

次のどちらかの方法で対処します。
• 到達できないアクティビティを削除しま
す。
• 到達できるようにコネクションを設定し
ます。

15

フォルト送出アクティビティから送出された
フォルト変数が，上位のスコープのフォルト処
理でキャッチされるか。

次のどちらかの方法で対処します。
• フォルト処理に適切な割当変数を設定し
ます。
• フォルト処理に割当変数として「catchall」を設定します。

16

複数の並列処理開始アクティビティで同一のリ
ンク名が定義されていないか。

ビジネスプロセス内で一意になるようにリン
ク名を設定します。

17

変数の部分が次の条件を満たしているか。

検証内容に示す条件をすべて満たすように変
数の部分を設定します。

• 部分の型が XML 型の場合，部分名はビジネ
スプロセス内で一意であること
• 部分の型が XML 型以外（numeric，string，
または boolean）の場合，電文フォーマット
が同じ変数の間で部分名が一意であること
• 部分名が同じ場合は部分の型も同じである
こと
18

［このスコープの開始時と終了時のみコミット
する］ラジオボタンを選択したスコープアク
ティビティ内に，不正なアクティビティを定義
していないか。

［このスコープの開始時と終了時のみコミッ
トする］ラジオボタンを選択したスコープア
クティビティ内に定義された次のアクティビ
ティを削除します。
• 受付アクティビティ
• 応答アクティビティ
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項番

分類

18

ビジネスプロ
セス共通

［このスコープの開始時と終了時のみコミット
する］ラジオボタンを選択したスコープアク
ティビティ内に，不正なアクティビティを定義
していないか。

19

永続化するビ
ジネスプロセ
スの場合

永続化するビジネスプロセスで，リスト指定方
式の繰り返しアクティビティがないか。

永続化するビジネスプロセスではリスト指定
方式の繰り返しアクティビティを設定できま
せん。

20

永続化しない
ビジネスプロ
セスの場合

永続化しないビジネスプロセスで，受付アク
ティビティが 1 個だけか。

ビジネスプロセス全体の受付アクティビティ
を調べ，2 個以上ある場合は削除します。

永続化しないビジネスプロセスに，非同期の
サービス呼出アクティビティがないか。

次のどちらかの方法で対処します。

21

検証内容

ビジネスプロセスの定義

エラーになった場合の対処
• 待機アクティビティ

• 非同期のサービス呼出アクティビティを
同期に変更します。
• 非同期のサービス呼出アクティビティを
削除します。

22

永続化しないビジネスプロセスに，待機アク
ティビティがないか。

待機アクティビティを削除します。

表に示した検証の対象となるリンクの状態を次の図に示します。
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図 5‒27 検証の対象となるリンクの状態

(4)

呼出サービス部品の検証
サービス呼出アクティビティに割り当てられているサービス部品のサービス名およびオペレーション名に
ついて検証されます。
呼出サービス部品の検証内容と対処を次の表に示します。
表 5‒21

項番

呼出サービス部品の検証内容と対処
検証内容

エラーになった場合の対処

1

サービス呼出アクティビティに割り当てられているサービス
名がリポジトリ内に実在するか。

サービス呼出アクティビティに，リポジトリ内に
実在するサービス名を割り当ててください。

2

サービス呼出アクティビティに割り当てられているサービス
名がリポジトリ内に実在する場合，アクティビティに割り当て
られているオペレーション名が呼出先サービス部品に存在す
るか。

サービス呼出アクティビティに，リポジトリ内に
実在するオペレーション名を割り当ててくださ
い。

3

サービス呼出アクティビティに割り当てられているサービス
名およびオペレーション名がリポジトリ内に実在する場合，ア
クティビティに設定されている通信モデルが呼出先のサービ

サービス呼出アクティビティで，適切なサービス
部品およびオペレーションを選択し直してくださ
い。
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項番
3

(5)

検証内容

ビジネスプロセスの定義

エラーになった場合の対処

ス部品およびオペレーションの通信モデルと一致するかどう
か。

サービス呼出アクティビティで，適切なサービス
部品およびオペレーションを選択し直してくださ
い。

Java の検証
Java 呼出アクティビティで設定されている Java クラスについて検証されます。
Java の検証内容と対処を次の表に示します。
表 5‒22

Java の検証内容と対処

項
番

検証内容

1

Java 呼出アクティビティの「Java クラス名」に指定されて
いるクラスが，次の個所に存在するか。※1
• HCSCTE プロジェクトの classes ディレクトリ
• HCSCTE プロジェクトの lib 内の JAR ファイル内

エラーになった場合の対処
次のいずれかの対処を実施してください。
• 「Java エディタ起動」から Java クラスを作成しま
す。
• HCSCTE プロジェクトの lib ディレクトリに，Java
クラスを含む JAR ファイルを指定します。
• Java 呼出アクティビティに HCSCTE プロジェクト
の classes ディレクトリ内に存在するクラスを指定
します。

2

Java 呼出アクティビティの「Java クラス名」に指定されて

同一の Java クラスを 1 つだけにしてください。

いるクラスが，次の個所に１つだけ存在するか。※1
• HCSCTE プロジェクトの classes ディレクトリ
• HCSCTE プロジェクトの lib 内の JAR ファイル内
3

Java 呼出アクティビティの「Java クラス名」に指定されて
いるクラスが，専用インターフェース
（jp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassInterf
aceM，または
jp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassInterf

Java 呼出アクティビティに設定する Java クラスは，専
用インターフェースを実装してください。

ace）を実装しているか。※1
4

項番 3 の検証に必要なクラス，またはインターフェースが存
在するか。※1

次のどちらかの対処を実施してください。
• エラーの原因となっている Java クラスまたはイン
ターフェースを作成します。
• HCSCTE プロジェクトの lib ディレクトリに，エ
ラーの原因となっている Java クラスまたはイン
ターフェースを含む JAR ファイルを指定します。

5

Java 呼出アクティビティの［引数用割当変数］に 2 個以上の
変数が設定されていて，かつ Java 呼出アクティビティの
［Java クラス名］に指定されているクラスが
jp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassInterf
aceM を実装しているか。

Java 呼出アクティビティに設定する Java クラスは，
jp.co.Hitachi.soft.csc.bp.receiver.ejb.CustomClassI
nterfaceM を実装してください。

6

HCSCTE プロジェクトの src ディレクトリに存在する Java

Java クラスのコンパイルエラーを解消してください。

クラス※2 で，コンパイルエラーが検出されていないか。
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項
番

検証内容

エラーになった場合の対処

6

HCSCTE プロジェクトの src ディレクトリに存在する Java

ビルドパスに cscbp_ejb.jar がない場合は<インストー
ルディレクトリ>\CSC\lib\cscbp_ejb.jar をビルドパ

クラス※2 で，コンパイルエラーが検出されていないか。

スに追加してください。

注※1
検証・パッケージングの動作設定ダイアログで，検証の実施有無，または検証メッセージの種類を変更できます。
注※2
検証・パッケージングの動作設定ダイアログで，検証する Java クラスの指定方法を 09-70 以前のバージョンの動作
に変更できます。

(6) 検証できない内容
ビジネスプロセスの検証ではエラーにならなくても，ビジネスプロセスを実行したときに初めてエラーとな
る場合があります。このような場合，ログを採取し，ログに出力されたメッセージに従って対処します。ロ
グの出力先については，マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説 保守／移行編」の「4.3 アプリ
ケーションサーバのログ（J2EE アプリケーションを実行するシステム）」を参照してください。
ビジネスプロセスの検証でエラーにならないが，ビジネスプロセスを実行したときにエラーになる例を次に
示します。

• アクティビティが生成したインスタンスの数が 2,147,483,648 を超えた。
• サービスリクエスタで指定したオペレーション名の受付アクティビティに到達できない。
• サービスリクエスタで指定したオペレーション名の受付アクティビティが待ち受け状態となっている。
• サービスリクエスタで指定したオペレーション名の受付アクティビティに対応する応答アクティビ
ティに到達できない。
• プロセスインスタンスを生成する受付アクティビティの前に，受付アクティビティ以外の基本アクティ
ビティを実行した。
• サービスリクエスタ側で応答を待っていない状態で，応答アクティビティが実行された。
• サービスリクエスタで指定した受付アクティビティのオペレーション名と，サービスリクエスタに応答
として返す応答アクティビティのオペレーション名が一致しない。
• 定められた回数を超えて繰り返しを実行した。

5.10.2

検証方法

検証する手順を次に示します。
1. ツリービューのサービス定義一覧で，右クリックします。
サービス一覧のポップアップメニューが表示されます。
2. ポップアップメニューから「検証」を選択します。
検証結果がコンソールビューに表示されます。
また，パッケージングを実施した場合も，自動的に検証されます。
なお，検証する前にビジネスプロセスおよびユーザ定義受付が保存されていないときはリソース保管ダイア
ログが表示され，定義を保存できます。複数のビジネスプロセスおよびユーザ定義受付が編集中の場合は，
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複数回ダイアログが表示されます。保存する場合は［はい］ボタンをクリックします。これ以降，確認ダイ
アログを表示しないで，すべて保存する場合は［すべてはい］ボタンをクリックします。

5.10.3 検証内容の表示
検証結果として，メッセージがコンソールビューに表示されます。メッセージに従って，修正します。
表示されるメッセージの種類を次の表に示します。
表 5‒23

メッセージの種類

種類
エラー

説明
次のどちらかの場合に表示されます。
• 定義の内容に誤りがある。
• 正しい構文で定義しているが，実行できない定義をしている。

警告

実行時にエラーとなる可能性がある定義をしている場合に表示されます。

情報

追加情報が表示されます。
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5.11

ビジネスプロセスの削除

ビジネスプロセスをバージョンアップする場合などに，ビジネスプロセスを削除できます。
定義したビジネスプロセスは削除できます。

(1)

削除方法
削除する手順を次に示します。次に示す 2 つの方法があります。
方法 1
1. ツリービューのサービス定義一覧で，ビジネスプロセスを選択します。
2.［Delete］キーを押します。
削除を確認するダイアログボックスが表示されます。
3.［はい］ボタンをクリックします。
指定したビジネスプロセスが削除されます。
方法 2
1. ツリービューのサービス定義一覧で，ビジネスプロセスを選択して右クリックします
サービス一覧のポップアップメニューが表示されます。
2. ポップアップメニューから「削除」を選択します。
削除を確認するダイアログボックスが表示されます。
3.［はい］ボタンをクリックします。
指定したビジネスプロセスが削除されます。
!

注意事項
バージョンアップ時，最新のビジネスプロセスだけを削除することはできません。すべてのバージョンのビジネ
スプロセスが削除されます。

(2) 削除できないビジネスプロセス
すでに配備定義されている場合，ビジネスプロセスは削除できません。
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この章では，データ変換に必要な電文フォーマット定義ファイルおよびデータ
変換定義について説明します。
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6.1

データ変換に必要なファイルおよび定義

データ変換に必要なファイルの作成および定義の手順を次に示します。
1. 電文フォーマット定義ファイルを作成します。
詳細については，「6.2 電文フォーマット定義ファイルの作成」を参照してください。
2. データ変換を定義します。
詳細については，「6.3
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6.2
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電文フォーマット定義ファイルの作成

データ変換定義の基となる電文フォーマット定義ファイルを作成する方法，および設定する方法について説
明します。また，電文フォーマット定義ファイルおよびバイナリ電文フォーマットに関する注意事項につい
ても説明します。

(1)

電文フォーマット定義ファイルの作成
電文フォーマット定義ファイルには，変換元の電文フォーマット定義ファイルと変換先の電文フォーマット
定義ファイルがあります。電文フォーマット定義ファイルの種類および作成方法については，「4. 電文
フォーマットの作成」を参照してください。
データ変換の定義に利用する電文フォーマット定義ファイルは，「2.6.5
す条件に従って作成してください。

(2)

XML スキーマの適用範囲」に示

電文フォーマット定義ファイルの設定
作成した電文フォーマット定義ファイルは，サービスアダプタ定義画面またはビジネスプロセス定義画面で
設定します。
サービスアダプタ定義画面での設定方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド
受付・アダプタ定義編」の「3.3 サービスアダプタの内容の定義」を参照してください。ビジネスプロセ
ス定義画面での設定方法については，「5.3 ビジネスプロセスの内容の定義」を参照してください。

(3)

電文フォーマット定義ファイル作成時の注意事項
画面に表示されない要素
annotation，appinfo，documentation，および notation は，変換元スキーマツリービューアおよび
変換先スキーマツリービューアにツリー表示されません。
sequence 要素または choice 要素の画面表示
sequence 要素または choice 要素は，定義する XML スキーマの内容によって，変換元スキーマツリー
ビューアおよび変換先スキーマツリービューアに次のように表示されます。
• #(sequence)
sequence 要素または choice 要素下の，出現回数が 1 回に固定されている sequence 要素（コンポ
ジタ）を示します。
• #(choice)
sequence 要素または choice 要素下の，出現回数が 1 回に固定されている choice 要素（コンポジ
タ）を示します。
• #anonymous
出現回数が 1 回に固定されていない sequence 要素，choice 要素，または all 要素（コンポジタ）
を示します。

(4)

セパレータが設定されているバイナリ電文フォーマットに関する注意事項
セパレータが設定されているバイナリ電文フォーマットを利用する場合，次の点に注意が必要です。
• 出現回数に［データの終端まで］を定義した場合で，次の 2 つの条件を満たす場合，繰り返しによる空
要素の生成は 1 つだけになります。
• 弟要素が存在しない。
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• 中間区切り文字の直後に繰り返しの終了文字が出現する。
• 入力するバイナリデータにセパレータ文字と同じ値のバイトデータが含まれている場合（マルチバイト
文字の構成バイトの一部分である場合も含む），バイナリデータの解析に失敗します。
• エスケープ文字を付加しなくてもデータと認識される場合があるので注意してください。
例：開始文字と同じ文字列が，開始文字の直後に設定されている場合
• セパレータが設定されているバイナリ電文フォーマット定義内では，ビット列型の単純内容要素とサイ
ズノード指定された複合内容要素を使用できません。
• 次の文字コードを指定しないでください。
• KEIS+EBCDIK
• KEIS+EBCDIC
• IBM_CODE+EBCDIC(LATIN)
• IBM_CODE+EBCDIC(KANA)
• JEF+EBCDIK
• JEF+EBCDIC

(5)

任意形式（any 形式）の電文フォーマットに関する注意事項
任意形式（any 形式）を電文フォーマット定義ファイルに設定した場合に，設定の一部が無視されます。
無視される設定を次の表に示します。
表 6‒1

任意形式（any 形式）で無視される設定

対象となるコンポーネント
TP1/RPC 受付

無視される設定
独自定義ファイル(cscurecptp1rpc.properties)
• urecp-tp1rpc.dt-skip
独自定義ファイル(csc_owncodeconvert.properties)
• すべての設定

TP1 アダプタ
HTTP アダプタ
汎用カスタムアダプタ

HCSC サーバランタイム定義ファイル(cscsvconfig.properties)
• xmltelegram-maxcache-num
• telegram-validation
• xmltelegram-namespace-complement
• telegram-undefined-character-code
独自定義ファイル(csccustomadapter.properties)
• custom-adapter.dt-skip
独自定義ファイル(csc_owncodeconvert.properties)
• すべての設定
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データ変換定義

データ変換定義画面で，変換元の電文フォーマット定義ファイルおよび変換先の電文フォーマット定義ファ
イルを設定して，データ変換を定義します。データ変換定義画面で作成できる定義を次に示します。
データ変換定義
サービスアダプタやビジネスプロセスの定義で，各種フォーマット間のデータ変換パターンを定義する
ことをデータ変換定義といいます。
データ変換定義は，XML スキーマファイルまたはバイナリフォーマット定義ファイルとデータ変換定
義ファイルから構成されています。
マッピング定義
データ変換定義のデータ変換パターンの情報をマッピング定義といいます。
この情報をエクスポートしたものをマッピング定義ファイル（拡張子：.mdo）と呼びます。マッピング
定義ファイルには，データ変換定義画面の編集結果が保存されます。
データ変換を定義する手順について説明します。

6.3.1

データ変換の定義手順

データ変換定義画面でデータ変換を定義する手順を次に示します。

(1)

新規にデータ変換を定義する場合
新規にデータ変換を定義する手順を次に示します。なお，データ変換定義画面を表示する方法によって，
データ変換を定義する手順が異なります。

(a)

サービスアダプタ定義画面，またはビジネスプロセス定義画面のデータ変換アクティビティから表示する
方法
1. サービスアダプタ定義画面，またはビジネスプロセス定義画面のデータ変換アクティビティから，デー
タ変換定義画面を表示します。
データ変換定義画面が表示されたあと，［ルート要素選択］ダイアログが表示されます。
データ変換定義画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.2.5 データ変換定義画面」を参照してください。［ルート要素選択］ダイアログの詳細については，
マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.1 ルート要素選択ダイアログ」を参
照してください。
2. すべてのスキーマ論理名のルート要素を選択します。
［OK］ボタンがクリックできる状態になります。
3.［OK］ボタンをクリックします。
変換元スキーマツリービューアおよび変換先スキーマツリービューアに，選択したルート要素のスキー
マがツリー表示されます。
4. マッピングします。
マッピングについては，「6.4

マッピングする」を参照してください。

5. データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューア，マッピングビューア，または変換先スキーマツ
リービューアの適当な場所で右クリックして，［検証］を選択します。
検証が実行されます。
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!

注意事項
手順 3.で［キャンセル］ボタンをクリックした場合，エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージが表
示されたダイアログで［OK］ボタンをクリックすると，再度［ルート要素選択］ダイアログが表示されます。

(b)

Eclipse のメニューから表示する場合
1. Eclipse のメニューから，［ファイル］−［新規］−［その他］を選択します。
ウィザードを選択するダイアログが表示されます。
2.［HCSCTE マッピング定義］−［マッピング定義ファイル］を選択し，［次へ］ボタンをクリックしま
す。
［新規マッピング定義ファイル］ダイアログが表示されます。
3. マッピング定義ファイルを保存するディレクトリおよびマッピング定義ファイル名を入力し，［次へ］
ボタンをクリックします。
4. 変換元スキーマおよび変換先スキーマを選択して，［終了］ボタンをクリックします。
データ変換定義画面が表示されたあと，［ルート要素選択］ダイアログが表示されます。データ変換定
義画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.5 データ
変換定義画面」を参照してください。［ルート要素選択］ダイアログの詳細については，マニュアル

「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.1
い。

ルート要素選択ダイアログ」を参照してくださ

5. すべてのスキーマ論理名のルート要素を選択します。
［OK］ボタンがクリックできる状態になります。
6.［OK］ボタンをクリックします。
変換元スキーマツリービューアおよび変換先スキーマツリービューアに，選択したルート要素のスキー
マがツリー表示されます。
7. マッピングします。
マッピングについては，「6.4

マッピングする」を参照してください。

8. データ変換定義画面の適当な場所で右クリックして，［データ変換定義生成］を選択します。
データ変換定義を保存するディレクトリおよびファイル名を指定するダイアログが表示されます。
9. データ変換定義を保存するディレクトリおよびファイル名を指定して，［保存］ボタンをクリックしま
す。
検証が実行され，データ変換定義が保存されます。
!

注意事項
手順 6.で［キャンセル］ボタンをクリックした場合，エラーメッセージが表示されます。エラーメッセージが表
示されたダイアログで［OK］ボタンをクリックすると，再度［ルート要素選択］ダイアログが表示されます。

(2)

定義済みのデータ変換を編集する場合
定義済みのデータ変換を編集する手順を次に示します。
1. サービスアダプタ定義画面，またはビジネスプロセス定義画面のデータ変換アクティビティから，デー
タ変換定義画面を表示します。
定義済みの状態のデータ変換定義画面が表示されます。
データ変換定義画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.2.5 データ変換定義画面」を参照してください。
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2. 必要に応じてルート要素を変更します。
ルート要素を変更する方法については，「(3)

ルート要素を変更する場合」を参照してください。

3. マッピングを編集します。
マッピングについては，「6.4

マッピングする」を参照してください。

4. データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューア，マッピングビューア，または変換先スキーマツ
リービューアの適当な場所で右クリックして，［検証］を選択します。
検証が実行されます。

(3) ルート要素を変更する場合
ルート要素は，ルート要素を選択してスキーマをツリー表示させたあとに，変更することができます。
ルート要素を変更する方法を次に示します。なお，ルート要素を変更する方法は，データ変換定義画面の表
示方法によって異なります。
!

注意事項
DB アダプタの定義の場合，変換元（DB アダプタ側）のルート要素は変更しないでください。ルート要素を変
更した場合，エラーになります。

(a) サービスアダプタ定義画面，またはビジネスプロセス定義画面のデータ変換アクティビティからデータ変
換定義画面を表示した場合
1. 変換元スキーマツリービューアまたは変換先スキーマツリービューアのスキーマ論理名を右クリック
して，［ルート要素選択］を選択します。
［ルート要素選択］ダイアログが表示されます。
2. スキーマ論理名のルート要素を変更します。
3.［OK］ボタンをクリックします。
変換元スキーマツリービューアおよび変換先スキーマツリービューアに，変更したルート要素のスキー
マがツリー表示されます。
変更前の状態でマッピングしていた場合，変更前の編集内容が破棄されることを知らせるダイアログが
表示されます。変更前の編集内容を破棄して，新しく選択したルート要素のスキーマをツリー表示する
場合は，［OK］ボタンをクリックします。
(b)

Eclipse のメニューからデータ変換定義画面を表示した場合
1. 変換元スキーマツリービューアまたは変換先スキーマツリービューアのスキーマ論理名を右クリック
して，［ルート要素選択］を選択します。
［変換元・変換先スキーマファイル設定］ダイアログが表示されます。
2. 変換元スキーマおよび変換先スキーマを選択します。
［変換元・変換先スキーマファイル設定］ダイアログには，前回指定したファイルが設定されています。
前回指定したファイルから変更しない場合，ファイルを設定し直す必要はありません。
3.［OK］ボタンをクリックします。
［ルート要素選択］ダイアログが表示されます。
4. スキーマ論理名のルート要素を変更します。
5.［OK］ボタンをクリックします。
変換元スキーマツリービューアおよび変換先スキーマツリービューアに，変更したルート要素のスキー
マがツリー表示されます。
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変更前の状態でマッピングしていた場合，変更前の編集内容が破棄されることを知らせるダイアログが
表示されます。変更前の編集内容を破棄して，新しく選択したルート要素のスキーマをツリー表示する
場合は，［OK］ボタンをクリックします。

6.3.2

電文フォーマットを変更した場合の定義手順

電文フォーマットを変更した場合，データ変換を定義し直す必要があります。データ変換を定義し直すとき
は，以前に作成したデータ変換定義を利用できます。新規に定義する必要はありません。
!

注意事項
データ変換定義が編集中の電文フォーマットを変更した場合は，いったんデータ変換定義画面を終了してから，
再度データ変換定義画面を表示してください。編集中のデータ変換定義画面を終了しないまま，新しくデータ変
換定義画面を表示した場合，電文フォーマットの変更が一部反映されないことがあります。

電文フォーマットを変更してデータ変換を定義し直す手順を次に示します。
1. サービスアダプタ定義画面，またはビジネスプロセス定義画面のデータ変換アクティビティから，デー
タ変換定義画面を表示します。
データ変換定義画面が表示される前に，電文フォーマットの変更を反映するかを確認するダイアログが
表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，次の画面が表示されます。
• ルート要素を変更または削除した場合
データ変換定義画面が表示される前に，［ルート要素選択］ダイアログが表示されます。［ルート要
素選択］ダイアログでルート要素を選択し，［OK］ボタンをクリックすると，データ変換定義画面
が表示されます。
［ルート要素選択］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォー
ム リファレンス」の「1.6.1 ルート要素選択ダイアログ」を参照してください。
• ルート要素を変更または削除していない場合
データ変換定義画面が表示されます。
表示されたデータ変換定義画面には，電文フォーマットの変更が反映されています※。
2. 必要に応じてマッピングします。
マッピングについては，「6.4

マッピングする」を参照してください。

3. データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューア，マッピングビューア，または変換先スキーマツ
リービューアの適当な場所で右クリックして，［検証］を選択します。
検証が実行されます。
注※
電文フォーマットを変更する前にマッピングした内容がコピーされたデータ変換定義画面が表示され
ます。ただし，コピーされるのは，変更前と変更後の電文フォーマットを比較し，類似度の優先度が 1
であるものだけです。マッピング定義のコピーおよび類似度の判定については，
「6.8 マッピング定義
をコピーする」を参照してください。

6.3.3
(1)

データ変換定義の注意事項

開発環境における注意事項
要素数が 2,000 以上あるなど，大きな電文フォーマットのスキーマファイルを使用してデータ変換を定義
する場合，データ変換定義の検証およびパッケージングを実行すると，メモリの不足によってエラーが発生
することがあります。
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エラーが発生した場合は，<Eclipse のインストールディレクトリ>\eclipse\eclipse.ini ファイル内の次の

オプションを変更し，Eclipse を再起動してから実行し直してください。
• -XmxNm（N は 1 以上の整数（MB 単位））
また，次のオプションを追加してください。
• -XssNm（N は 1 以上の整数（MB 単位））
なお，次のオプションは指定しないでください。
• -Xverify:none

(2)

実行環境における注意事項
• データ変換定義の構造に依存して，大規模の入力電文を変換する際に，メモリを大量に確保する場合が
あります。条件として，次に示すどちらかのマッピング定義を利用する場合が該当します。
• マッピングされている変換先ノード自身が省略できる，または，その先祖ノードが省略できる箇所
を含むマッピング定義。
• 電文フォーマットに要素が多数定義されており，マッピング線が引かれている。
このため，実行時にメモリ不足となる場合は，入力電文のデータ量を減らすか，ヒープサイズを増やし
てください。
なお，上記のマッピング定義によるデータ変換処理には Java の制限により変換できる限界が存在しま
す。限界以上のデータを変換すると，変換処理が途中でエラー終了します。この場合には，エラーメッ
セージの内容に従い，入力電文のデータ量を減らすことで対処してください。
• HCSC サーバランタイム定義ファイルで，transformdef-maxcache-num を指定し，データ変換定義
をキャッシュしている場合，Metaspace 領域を消費します。このため，実行時に Metaspace 領域不足
となる場合は，Metaspace 領域サイズを増やしてください。
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6.4

マッピングする

マッピングとは，変換元（マッピング元）の値を変換先（マッピング先）の値に対応づけることです。マッ
ピングの画面を次に示します。
図 6‒1

マッピングの画面

マッピングは，大きく分けて次の 4 種類になります。
(1) 変換元ノードの値を変換先ノードに直接マッピングする
操作は，パレットのツールを使用する場合とダイアログを使用する場合があります。マッピング方法の
詳細については，「6.4.1 変換元ノードの値を変換先ノードに直接マッピングする」を参照してくださ
い。
(2) 変換元ノードの値を加工して変換先ノードにマッピングする
変換元ノードの値の加工には，ファンクションを使用します。
操作は，パレットのツールを使用する場合とダイアログを使用する場合があります。マッピング方法の
詳細については，「6.4.2 変換元ノードの値を加工して変換先ノードにマッピングする」を参照してく
ださい。
(3) 変換元ノードの範囲と変換先ノードの範囲を指定して自動でマッピングする
操作は，ダイアログを使用します。マッピング方法の詳細については，「6.4.3 変換元ノードの範囲と
変換先ノードの範囲を指定して自動でマッピングする」を参照してください。
(4) 変換先ノードの要素から候補を選択して自動でマッピングする
操作は，ダイアログを使用します。マッピング方法の詳細については，「6.4.4
ら候補を選択して自動でマッピングする」を参照してください。
マッピングを取り消す方法については，「6.4.5

マッピングを取り消す」を参照してください。

また，マッピングするときの注意事項については，
「6.4.10
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変換元ノードの値を変換先ノードに直接マッピングする

変換元ノードの値を変換先ノードに直接マッピングするには，パレットのツールを使用する方法とダイアロ
グを使用する方法があります。それぞれの場合の手順を次に説明します。

(1)

パレットのツールを使用する場合
パレットのツールを使用したマッピングの手順を次に示します。
1. パレットから［マッピング］を選択します。
2. マッピング元となる変換元ノードのノードアダプタをクリックします。
マッピング元には，マッピング対象※の変換元ノードを指定してください。マッピング元にできない
ノードを指定しようとした場合，マウスポインタに

が付き，指定できない状態になります。

3. マッピング先となる変換先ノードのノードアダプタをクリックします。
マッピング線

（代入線）が設定されます。なお，マッピング線の色は変更できます。マッピン

グ線の色を変更する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.12.5 マッピング線の色を変更する」を参照してください。
また，マッピング先には，マッピング対象※かつ「6.10.2 マッピングできるノードおよびファンクショ
ンの対応」で指定された条件を満たす変換先ノードを指定してください。マッピング先にできないノー
ドを指定しようとした場合，マウスポインタに

が付き，指定できない状態になります。

注※
マッピング対象については，「6.10.1

(2)

マッピング対象とマッピング対象外」を参照してください。

ダイアログを使用する場合
［マッピング元設定］ダイアログを使用してマッピングします。
［マッピング元設定］ダイアログを使用した
マッピングの手順を次に示します。
1. 変換先スキーマツリービューアのマッピング先となる変換先ノードを右クリックして，
［マッピング元］
を選択します。
［マッピング元設定］ダイアログが表示されます。
2.［ノード追加］ボタンをクリックします。
［ノード選択］ダイアログが表示されます。
3. マッピング元となる変換元ノードを指定して，［OK］ボタンをクリックします。
［パス/ファンクション名］に指定したノードのパス名が表示されます。パス名の表示形式の詳細につい
ては，「6.4.6 マッピング元の表示形式」を参照してください。
マッピング元には，マッピング対象※の変換元ノードを指定してください。
4.［OK］ボタンをクリックします。
マッピング線

（代入線）が設定されます。なお，マッピング線の色は変更できます。マッピン

グ線の色を変更する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.12.5 マッピング線の色を変更する」を参照してください。
注※
マッピング対象については，「6.10.1

マッピング対象とマッピング対象外」を参照してください。
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6.4.2

変換元ノードの値を加工して変換先ノードにマッピングする

変換元ノードの値を加工して変換先ノードにマッピングする場合，ファンクションを使用します。ファンク
ションの詳細については，「6.5 ファンクションを使用した値またはノードの加工」を参照してください。

(1)

パレットのツールを使用する場合
パレットのツールを使用したマッピングの手順を次に示します。
1. パレットから使用するファンクションを選択します。
2. マッピングビューアで適当な場所をクリックします。
ファンクションがマッピングビューアに配置されます。配置されたファンクションは，ドラッグ＆ド
ロップで移動できます。
3. パレットから［マッピング］を選択します。
4. マッピング元となる変換元ノードのノードアダプタまたはファンクションをクリックします。
マッピング元には，次の変換元ノードまたはファンクションを指定してください。
• 変換元ノード
マッピング対象※1 の変換元ノード
• ファンクション
出力側にマッピング線が設定されていないファンクション
マッピング元にできないノードまたはファンクションを指定しようとした場合，マウスポインタに
が付き，指定できない状態になります。
5. マッピング先となる変換先ノードのノードアダプタまたはファンクションをクリックします。
マッピング線
ング線

（代入線）が設定されます。くり返しファンクションを使用した場合は，マッピ
（くり返し対応線）が設定されます。なお，マッピング線の色は変更できます。マッピ

ング線の色を変更する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.12.5 マッピング線の色を変更する」を参照してください。
また，マッピング先には，次の変換先ノードまたはファンクションを指定してください。
• 変換先ノード
マッピング対象※1 かつ「6.10.2
れた条件を満たす変換先ノード

マッピングできるノードおよびファンクションの対応」で指定さ

• ファンクション
「6.10.2 マッピングできるノードおよびファンクションの対応」および「6.10.3

接続できるマッ

ピング線の数」で指定された条件を満たし，かつファンクション同士の接続で閉路※2

ファンクション

とならない

マッピング先にできないノードまたはファンクションを指定しようとした場合，マウスポインタに
が付き，指定できない状態になります。
注※1
マッピング対象については，「6.10.1

マッピング対象とマッピング対象外」を参照してください。

注※2
ファンクション A からファンクション B に，ファンクション B からファンクション C に，ファンク
ション C からファンクション A にのように，ファンクション同士の接続が閉路を作成するマッピング
です。
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注意事項
ファンクションを配置する前にマッピング線を設定してしまった場合，マッピング線を削除して，もう 1 度やり
直してください。

参考
ファンクションをマッピングビューアに配置すると，ファンクション名に「ファンクションタイプ（例：
concat）＋連番」が設定されます。この連番は，ファンクション名が重複しないように，マッピングした順に 1
から付けられる自然数の通番です。
また，配置したファンクションの名称は，ファンクションを直接編集するか，またはファンクションをダブルク
リックすると表示されるダイアログで変更できます。ファンクション名の変更方法の詳細は，「6.11
ション名の直接編集」を参照してください。

ファンク

なお，ファンクションを削除した場合，ファンクションに設定された名称はほかのファンクションで使用するこ
とができます。

(2)

ダイアログを使用する場合
ダイアログを使用したマッピングは，マッピング元とマッピング先の種類によって使用するダイアログが次
のように異なります。
• マッピング元が変換元ノードでマッピング先がファンクションのとき
マッピング先のファンクションを設定するダイアログを使用します。
マッピング先が選択ファンクションの場合は，「6.5.17
てください。

条件によって異なる値を出力する」を参照し

• マッピング元およびマッピング先がファンクションのとき
マッピング先のファンクションを設定するダイアログを使用します。
マッピング先が選択ファンクションの場合は，「6.5.17
てください。

条件によって異なる値を出力する」を参照し

• マッピング元がファンクションでマッピング先が変換先ノードのとき
［マッピング元設定］ダイアログを使用します。
マッピング元がくり返しファンクションまたは選択ファンクション※の場合は，
［くり返し設定］ダイア
ログも使用できます。［くり返し設定］ダイアログによるマッピングの詳細については，「6.6.1 ［くり
返し設定］ダイアログを使用してマッピングする」を参照してください。
注※
くり返しファンクションに接続されている，または何も接続されていない選択ファンクションにな
ります。くり返しファンクション以外のファンクションに接続されている場合，
［くり返し設定］ダ
イアログは使用できません。
(a)

マッピング元が変換元ノードでマッピング先がファンクションのとき
マッピング元が変換元ノードでマッピング先がファンクションのときのマッピングの手順を次に示します。
1. パレットから使用するファンクションを選択します。
2. マッピングビューアで適当な場所をクリックします。
ファンクションがマッピングビューアに配置されます。配置されたファンクションは，ドラッグ＆ド
ロップで移動できます。
3. 次のどちらかの方法でマッピング先のファンクションを設定するダイアログを表示させます。
• マッピング先のファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。

281

6 データ変換の定義

• マッピング先のファンクションをダブルクリックします。
マッピング先のファンクションを設定するダイアログが表示されます。
4.［ノード追加］ボタンまたは［ノード選択］ボタンをクリックします。
［ノード選択］ダイアログが表示されます。
5. マッピング元となる変換元ノードを指定して，［OK］ボタンをクリックします。
マッピング先のファンクションを設定するダイアログの［入力］
（くり返しファンクションの場合は［基
準パス］）に，マッピング元の変換元ノードが設定されます。変換元ノードはパス名で表示されます。
パス名の表示形式の詳細については，「6.4.6 マッピング元の表示形式」を参照してください。
マッピング元には，マッピング対象※かつ「6.10.2 マッピングできるノードおよびファンクションの
対応」で指定された条件を満たす変換元ノードを指定してください。
6.［OK］ボタンをクリックします。
マッピング線
ング線

（代入線）が設定されます。くり返しファンクションを使用した場合は，マッピ
（くり返し対応線）が設定されます。なお，マッピング線の色は変更できます。マッピ

ング線の色を変更する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の

「1.12.5

マッピング線の色を変更する」を参照してください。

注※
マッピング対象については，「6.10.1
(b)

マッピング対象とマッピング対象外」を参照してください。

マッピング元およびマッピング先がファンクションのとき
マッピング元およびマッピング先がファンクションのときのマッピングの手順を次に示します。
1. パレットから使用するファンクションを選択します。
2. マッピングビューアで適当な場所をクリックします。
ファンクションがマッピングビューアに配置されます。配置されたファンクションは，ドラッグ＆ド
ロップで移動できます。
3. 次のどちらかの方法でマッピング先のファンクションを設定するダイアログを表示させます。
• マッピング先のファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• マッピング先のファンクションをダブルクリックします。
マッピング先のファンクションを設定するダイアログが表示されます。
4.［ファンクション追加］ボタンまたは［ファンクション選択］ボタンをクリックします。
［ファンクション選択］ダイアログが表示されます。
5. マッピング元となるファンクションを指定して，［OK］ボタンをクリックします。
マッピング先のファンクションを設定するダイアログの［入力］に，マッピング元のファンクションが
設定されます。定数ファンクションの場合はアポストロフィ（'）で囲んだ定数値，定数ファンクション
以外のファンクションの場合はファンクション名が表示されます。
マッピング元には，「6.10.2 マッピングできるノードおよびファンクションの対応」で指定された条
件を満たし，かつ出力側にマッピング線が設定されていないファンクションを指定してください。
6.［OK］ボタンをクリックします。
マッピング線
ング線

（代入線）が設定されます。くり返しファンクションを使用した場合は，マッピ
（くり返し対応線）が設定されます。なお，マッピング線の色は変更できます。マッピ

ング線の色を変更する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.12.5 マッピング線の色を変更する」を参照してください。
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マッピング元がファンクションでマッピング先が変換先ノードのとき
1. パレットから使用するファンクションを選択します。
2. マッピングビューアで適当な場所をクリックします。
ファンクションがマッピングビューアに配置されます。配置されたファンクションは，ドラッグ＆ド
ロップで移動できます。
3. 変換先スキーマツリービューアのマッピング先となる変換先ノードを右クリックして，
［マッピング元］
を選択します。
［マッピング元設定］ダイアログが表示されます。
4.［ファンクション追加］ボタンをクリックします。
［ファンクション選択］ダイアログが表示されます。
5. マッピング元となるファンクションを指定して，［OK］ボタンをクリックします。
［パス/ファンクション名］に指定したファンクション名が設定されます。
マッピング元には，「6.10.2 マッピングできるノードおよびファンクションの対応」で指定された条
件を満たし，かつ出力側にマッピング線が設定されていないファンクションを指定してください。ただ
し，選択ファンクションで条件として指定したため，出力側にマッピング線

されているファンクションは指定できます。

（条件線）が設定

6.［OK］ボタンをクリックします。
マッピング線

（代入線）が設定されます。なお，マッピング線の色は変更できます。マッピン

グ線の色を変更する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.12.5 マッピング線の色を変更する」を参照してください。
!

注意事項
ファンクションを配置する前にマッピング線を設定してしまった場合，マッピング線を削除して，もう 1 度やり
直してください。

参考
ファンクションをマッピングビューアに配置すると，ファンクション名に「ファンクションタイプ（例：
concat）＋連番」が設定されます。この連番は，ファンクション名が重複しないように，マッピングした順に 1
から付けられる自然数の通番です。
また，配置したファンクションの名称は，ファンクションを直接編集するか，またはファンクションをダブルク
リックすると表示されるダイアログで変更できます。ファンクション名の変更方法の詳細は，「6.11 ファンク
ション名の直接編集」を参照してください。
なお，ファンクションを削除した場合，ファンクションに設定された名称はほかのファンクションで使用するこ
とができます。

6.4.3

変換元ノードの範囲と変換先ノードの範囲を指定して自動でマッ
ピングする

変換元ノードの範囲と変換先ノードの範囲を指定して自動でマッピングする場合，
［自動マッピング元設定］
ダイアログを使用します。［自動マッピング元設定］ダイアログでは，変換元ノードの範囲と変換先ノード
の範囲を指定すると，変換元ノードと変換先ノードで類似度が高い要素同士を自動でマッピングします。範
囲内にマッピング候補が存在しない場合やすでに変換先ノードアダプタにマッピング線が接続されている
場合は，マッピングされません。マッピング時の類似度の判定については，
「6.4.9 自動マッピング時の類
似度の判定」を参照してください。
［自動マッピング元設定］ダイアログを使用したマッピングの手順を次に示します。
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1. 変換先スキーマツリービューアのマッピング先となる変換先ノードの要素を右クリックして，［自動
マッピング］を選択します。
変換先ノードの要素には，マッピングさせる範囲の最上位の要素を選択してください。
［自動マッピング元設定］ダイアログが表示されます。
2.［ノード追加］ボタンをクリックします。
［ノード選択］ダイアログが表示されます。
3. マッピング元となる変換元ノードの要素を指定して，［OK］ボタンをクリックします。
変換元ノードの要素には，マッピングさせる範囲の最上位の要素を選択してください。
選択した要素のパス名が［パス］に表示されます。パス名の表示形式の詳細については，「6.4.6
ピング元の表示形式」を参照してください。

マッ

要素を複数選択したい場合は，手順 3.を繰り返してください。
なお，次の場合は，エラーメッセージが出力されます。
• すでに選択している要素を選択した場合
• 選択した要素の祖先または子孫がすでに選択されている場合
エラーメッセージが出力された場合，［OK］ボタンをクリックしてメッセージダイアログを閉じたあ
と，要素を再選択してください。
4.［OK］ボタンをクリックします。
指定した範囲内にマッピング候補が存在する場合,マッピング線

（代入線）が自動で設定されま

す。範囲内にマッピング候補が存在しない場合やすでに変換先ノードアダプタにマッピング線が接続
されている場合は，マッピングされません。
!

注意事項
マッピング候補が複数存在する場合は，最も類似度が高い候補が選択されるため，1 つの変換元ノードに複数の
マッピング線が生成される場合があります。マッピング済みの変換元ノードを対象外にしたい場合など，マッピ
ング候補を絞り込みたいときは，［自動マッピング候補選択］ダイアログを使用するか，自動でマッピングさせ
たい範囲を狭めるようにしてください。［自動マッピング候補選択］ダイアログを使用して自動でマッピングす
る方法については，「6.4.4 変換先ノードの要素から候補を選択して自動でマッピングする」を参照してくださ
い。

参考
設定されたマッピング線の色は変更できます。マッピング線の色を変更する方法については，マニュアル「サー
ビスプラットフォーム リファレンス」の「1.12.5 マッピング線の色を変更する」を参照してください。

6.4.4

変換先ノードの要素から候補を選択して自動でマッピングする

変換先ノードの要素から候補を選択して自動でマッピングする場合，［自動マッピング候補選択］ダイアロ
グを使用します。［自動マッピング候補選択］ダイアログでは，変換元ノードの要素の候補を指定すると，
選択した候補の要素がマッピングされ，マッピング線（代入線）が自動で設定されます。また，選択した要
素のノードアダプタにマッピング線が接続済みの場合でも，同一の要素で依存関係が異なるマッピング線を
接続できるときは，指定した候補とのマッピングを実行します。マッピング時の類似度の判定については，
「6.4.9 自動マッピング時の類似度の判定」を参照してください。
［自動マッピング候補選択］ダイアログを使用したマッピングの手順を次に示します。
1. 変換先スキーマツリービューアのマッピング先となる変換先ノードからマッピングする要素を右ク
リックして，［自動マッピング候補選択］を選択します。
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［自動マッピング候補選択］を選択できない場合は，その要素はマッピングの対象にはならないため，
ほかの候補となる要素を選択してください。
［自動マッピング候補選択］ダイアログが表示されます。
2.［自動マッピング候補一覧］からマッピング候補を選択します。
［自動マッピング候補一覧］には優先度が高い候補ほど上位に表示されます。
マッピングの候補が存在しない場合，［自動マッピング候補一覧］には何も表示されません。
3.［OK］ボタンをクリックします。
選択した候補の要素がマッピングされ，マッピング線

（代入線）が自動で設定されます。

選択した要素のノードアダプタにマッピング線が接続済みの場合でも，同一の要素で依存関係が異なる
マッピング線を接続できるときは，指定した候補とのマッピングが実行されます。
参考
設定されたマッピング線の色は変更できます。マッピング線の色を変更する方法については，マニュアル「サー
ビスプラットフォーム リファレンス」の「1.12.5 マッピング線の色を変更する」を参照してください。

6.4.5

マッピングを取り消す

マッピング線やファンクションを削除して，マッピングを取り消すことができます。

(1)

マッピング線を削除する
次のどちらかの方法で，マッピング線を削除します。
方法 1
削除したいマッピング線を右クリックして，［削除］を選択します。
方法 2
削除したいマッピング線を選択して，［Delete］キーを押します。
!

注意事項
条件線はユーザが削除できません。条件線は，条件の設定を取り消した場合に自動的に削除されます。

(2)

ファンクションを削除する
次のどちらかの方法で，ファンクションを削除します。
方法 1
削除したいファンクションを右クリックして，［削除］を選択します。
方法 2
削除したいファンクションを選択して，［Delete］キーを押します。
!

注意事項
条件としてファンクションを指定（［条件設定］ダイアログの［条件］でファンクションを指定）した場合，そ
のファンクションは削除できません。
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6.4.6

マッピング元の表示形式

［マッピング元設定］ダイアログや各ファンクションを設定するダイアログで，マッピング元となる変換元
ノードまたはファンクションを指定した場合，次のように表示されます。

(1)

変換元ノードの場合
スキーマツリーのノードパスが表示されます。ノードパスは次のように表示されます。

(a)

変換元ノードに条件が設定されているとき
条件が設定されたノード名の後ろに，角括弧（[

]）で囲まれた条件が表示されます。

（例） /aa/bb[position()=’1’]/cc
条件としてファンクションを指定（［条件設定］ダイアログの［条件］でファンクションを指定）した場合，
ファンクション名が波括弧（{ }）で囲まれて表示されます。
（例） /aa/bb[{length1}='5']
条件式右辺の値にアンパサンド（&）およびアポストロフィ（'）が含まれる場合，アンパサンドおよびアポ

ストロフィは実体参照で表示されます。
• アポストロフィ（'）：&apos;
• アンパサンド（&）：&amp;
（例）

条件式左辺が「/root/input」，条件式右辺が「a&'b'」の場合
root/input ='a&amp;&apos;b&apos;'
(b)

スキーマ論理名が複数あるとき
ノードパスの先頭に，「$<スキーマ論理名>」が表示されます。
（例） $source1/aa/bb/cc

(c)

属性のとき
ノード名の前に「@」が表示されます。
（例） /aa/bb/@cc

(2)

ファンクションの場合
ファンクション名が波括弧（{ }）で囲まれて表示されます。
（例） {ファンクション名}

6.4.7

マッピング線とファンクションを見やすくする

選択したノードに関連するマッピング線とファンクションだけを強調して表示できます。
選択したノードに関連するマッピング線とファンクションだけを強調するための手順を次に示します。
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1. データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューア，マッピングビューア，または変換先スキーマツ
リービューアの適当な場所で右クリックします。
ポップアップメニューが表示されます。
2. ポップアップメニューから［強調表示］を選択します。
強調表示のメニューが表示されます。
3. 用途に合わせて，次のどちらかを選択します。
選択したメニューに合わせて，関連するマッピング線とファンクションだけが強調されます。
• 変換元ノードの関連を強調表示する
• 変換先ノードの関連を強調表示する
強調したくない場合は「強調表示しない」を選択してください。
強調するマッピング線とファンクションは，選択しているノードとの関連の強さによって，色の濃淡が異な
ります。強調しているマッピング線とファンクションは濃い色で表示され，強調していないマッピング線と
ファンクションは薄い色で表示されます。
なお，強調表示をしている状態で，マッピング線やファンクションを追加した場合は，ノードを選択し直し
たときに表示が更新されます。
参考
選択したいノードが見つからない場合
変換元ノードまたは変換先ノードを検索できます。検索方法を次に示します。
1. ツリービューアで右クリックをして，［要素名検索］を選択します。
［要素名検索］ダイアログが表示されます。
2.［検索］に検索したい文字列を入力します。
3.［検索対象］で変換元ノードまたは変換先ノードを選択し，［検索］ボタンをクリックします。
［検索結果一覧］に入力した文字列を含むノードの一覧が表示されます。
4.［検索結果一覧］から，検索していたノード名を選択します。
選択したノードがツリービューア上でも選択された状態になります。

6.4.8

マッピング対象の範囲を限定する

マッピング定義エディタでデータ変換定義ファイルを作成する際，変換先スキーマに XML スキーマ（拡張
子：xsd）を指定している場合は，マッピング対象のノードを限定することができます。この機能は，ファ
イル操作アダプタの変換オペレーションの出力ファイルが XML 形式の場合にだけ使用します。
操作手順を次に示します。
1. マッピング定義エディタを起動します。
マッピング定義エディタの起動方法については，「6.3.1(1)(b) Eclipse のメニューから表示する場合」
を参照してください。
2. 変換先スキーマツリービューアでレコードとして扱う変換先ノードの要素（単純内容要素または複合内
容要素）を右クリックします。
ポップアップメニューが表示されます。
3. ポップアップメニューから［子孫ノードを含めてマッピング対象にする］を選択します。
設定した要素とその子孫要素以外の変換先ノードが非活性になります。
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設定した要素とその子孫要素以外の変換先ノードにマッピング線が接続されている場合は確認ダイア
ログが表示されます。［はい］ボタンをクリックすると，変換先ノードに接続されているマッピング線
が削除されたあと，設定した要素とその子孫要素以外の変換先ノードが非活性になります。
非活性となった変換先ノードは，マッピング線が接続されていなくても検証時にエラーとなりません。
!

注意事項
• レコードとして扱う要素のパスはファイル操作アダプタ定義ファイルで指定してください。ファイル操作ア
ダプタ定義ファイルの詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「ファイル操作ア
ダプタ定義ファイル」を参照してください。
• ルート要素を再選択した場合，［子孫ノードを含めてマッピング対象にする］の設定はリセットされます。
• マッピング定義をコピーした場合，
［子孫ノードを含めてマッピング対象にする］を設定した状態はコピー先
のマッピング定義に引き継がれます。

6.4.9

自動マッピング時の類似度の判定

自動マッピングでは，変換先ノードのスキーマ要素に対して，変換元ノードのスキーマ要素の類似度を判定
し，マッピングの候補とします。類似した要素の候補が複数あるときは，優先度の高い順にマッピングされ
ます。
変換元ノードのスキーマ要素の類似度を判定するときの優先度を次の表に示します。なお，優先度はレベル
1 が最も高く，レベルの値が大きいほど低くなります。
表 6‒2

自動マッピングで判定される類似度の優先度
パス全体

優先度

末端の要素

名前空間

要素名

名前空間

要素名

1

○

○

−

−

2

×

○

−

−

3

−

△※

○

○

4

−

△※

×

○

5

−

△※

×

△

（凡例）
○：一致します。
△：一部一致します。
×：一致しません。
−：該当しません。
注※
判定によって一致しないこともあります。

6.4.10

マッピングの注意事項

マッピングしたあとに，データ変換定義の内容が妥当かどうか検証をします。検証でエラーが発生しないよ
うに，次の点を考慮してマッピングしてください。
• 「6.10
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• マッピング元の変換元ノードとマッピング先の変換先ノードの出現回数は一致させてください。
• 最小出現回数が 2 回以上に設定されている複合内容の要素は，必ずマッピングしてください。ただし，
祖先に最小出現回数が 0 回のノードが出現する場合は除きます。
• 最小出現回数が 1 回以上に設定されている単純内容の要素（any 要素を含む）は，必ずマッピングして
ください。
• 複合内容要素の子要素に any 要素が複数存在しないようにしてください。
• choice 要素の子ノードまたは子孫ノードに対してマッピングする場合，複数の子要素が同時に出現する
か，またはどの子要素も出現しないようなマッピングを定義しないでください。
• choice 要素の複数の子要素または子孫ノードに対してマッピングする場合は，複数の子要素が同時に出
現しないようにしてください。
• choice 要素のすべての子要素の最小出現回数が 1 回以上に設定されていて，1 つの子要素の子孫要素が
マッピングされている場合，その子要素に対して選択ファンクションを使用するときは，複数の子要素
が同時に出現しないようにしてください。
• マッピング先の変換先ノードには，targetNamespace に xsl と xsi の URI が指定されている名前空間
を定義しないでください。
• インスタンス属性（xsi:type，xsi:schemaLocation，xsi:noNamespaceSchemaLocation）は，マッ
ピング元の変換元ノードで定義されていても，マッピング先の変換先ノードには出現しません。

• インスタンス属性 xsi:nil が定義された変換元ノードを nillable 属性が true と定義された変換先ノード
にマッピングした場合，変換先ノードには，変換元ノードの xsi:nil で定義された内容が反映されます。
同様に，インスタンス属性 xsi:nil が定義された変換元ノードを選択ファンクション（choose）を経由
するようにマッピングした場合も，変換先ノードには，変換元ノードの xsi:nil で定義された内容が反映
されます。
• nillable 属性が定義されている変換元ノードから，nillable 属性が定義されていない変換先ノードへ
マッピングしないでください。
• マッピング定義編集中に次のような電文フォーマットの変更をした場合，表示される電文フォーマット
は変更前のものとなります。変更後の電文フォーマットを反映させるには，対象のサービスを閉じてか
ら再度マッピング定義を起動してください。
• グローバル要素の追加または削除
• ルート要素以外のグローバル要素への変更
• import 先，または include 先のスキーマ間で 1 つの名前空間 URI に対して複数の名前空間接頭辞が定
義されている場合，マッピング定義の検証（パッケージングを含む）でエラーとなります。1 つの名前
空間 URI に対して使用する名前空間接頭辞は 1 種類にしてください。
• 電文フォーマットのスキーマファイルで，異なる名前空間接頭辞で同じ名前空間を指定している場合，
マッピング定義起動時に毎回，ルート要素選択ダイアログが表示されることがあります。1 つの名前空
間に対して，2 つ以上の名前空間接頭辞は定義しないでください。
• データ変換定義で，次のような#any 要素はマッピングしないでください。
• 兄弟要素に#anonymous，#(sequence)，または#(choice)がある#any 要素
• #(sequence)または#(choice)下に存在し，#(sequence)または#(choice)の兄弟要素にほかの
#(sequence)または#(choice)が存在する#any 要素
• ノード一覧型カスタムファンクションの出力先を複合内容要素に指定した場合，同じ依存関係の子孫
ノードにマッピングできません。
• 選択ファンクションの出力値にノード一覧型カスタムファンクションが指定されている場合の注意事
項を次に示します。
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• 選択ファンクションのマッピング先が複合内容要素で，選択ファンクションの別の出力値が「値を
出力する」の場合，ノード一覧型カスタムファンクション以外のものを設定できません。
• 選択ファンクションのマッピング先が属性の場合，選択ファンクションの出力値にノード一覧型カ
スタムファンクションを設定できません。
• データ変換上で扱う数値は double 型であり，double 型では 2 進数表現で数値を扱っているため，計
算で 2 のべき乗では表せない数値を扱った場合に丸め誤差が発生します。そのため，数値演算ファンク
ションまたは総和ファンクションの演算結果に誤差が生じる可能性があります。 必要に応じて，数値
フォーマット変換ファンクションまたは端数処理ファンクションで調整してください。 正確な演算が
必要な場合はカスタムファンクションを利用して演算処理を実装してください。

290

6

6.5

データ変換の定義

ファンクションを使用した値またはノードの加工

変換元ノードの値を加工して変換先ノードにマッピングする場合，ファンクションを使用します。ノード一
覧型カスタムファンクションを使用すると，値だけでなくノードも加工できます。ここでは，どのような場
合にどのファンクションを使用するかを説明します。ファンクションを使用したマッピング方法について
は，「6.4.2 変換元ノードの値を加工して変換先ノードにマッピングする」を参照してください。
ファンクションの一覧を次の表に示します。なお，文字列はすべて UTF-16 に符号化されます。そのため，
Unicode 補助文字（0x10000〜0x10FFFF）は，サロゲートペアに符号化されます。
表 6‒3

ファンクションの一覧

分類
文字列系

数値系

ビット演算系

ノード系

制御系

その他

ファンクション名

説明

文字列連結

複数の文字列を連結します。

部分文字列取得

1 つの文字列から一部分の文字列を取り出します。

文字数取得

文字列の文字数をマッピング先に代入します。

文字列調査

文字列に指定した文字列が含まれているか，または指定した文字列で開始さ
れているかを調査して，マッピング先に論理値を代入します。

空白除去

文字列の先頭と末尾の空白を除去します。また，文字列間の連続した空白を
1 つの半角スペースに置換します。

数値フォーマット変換

数値をフォーマット変換します。

数値演算

数値を演算（+，-，*，div，mod）します。

端数処理

小数点以下の端数を処理（四捨五入，切り捨て，および切り上げ）します。

総和

複数のノードセットのノードの数値を合計します。

否定演算

否定演算を実行します。

論理演算

論理演算（AND，OR，XOR）を実行します。

シフト演算

シフト演算を実行します。

ノード数取得

ノード数をマッピング先に代入します。

ノード名取得

ノード名をマッピング先に代入します。

ノード調査

指定した変換元ノードが存在するかを調査し，マッピング先にその論理値を
代入します。

くり返し

くり返しを対応づけます。

選択

条件によって異なる値を出力します。

定数

指定した値をマッピング先に代入します。

値置換え

変換テーブルの指定に基づいて，マッピング元の値を変換してマッピング先
に代入します。

基数変換

基数変換を実行します。

カスタム

ユーザが作成した任意の Java プログラムを呼び出します。
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6.5.1

複数の文字列を連結する

複数のマッピング元の文字列を連結して，1 つの文字列にします。

(1)

使用するファンクション
複数のマッピング元の文字列を連結するには，文字列連結ファンクションを使用します。文字列連結ファン
クションを使用した例を次に示します。
図 6‒2

(2)

文字列連結ファンクションの使用例

設定手順
複数のマッピング元の文字列を連結して，1 つの文字列にする手順を次に示します。
1. パレットから文字列連結ファンクション（concat）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. マッピング線を設定します。
3. 次のどちらかの方法で［文字列連結］ダイアログを表示させます。
• 文字列連結ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• 文字列連結ファンクションをダブルクリックします。
［文字列連結］ダイアログが表示されます。
［文字列連結］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」
の「1.6.17 文字列連結ダイアログ」を参照してください。
4.［入力］に連結させたい文字列のマッピング元を追加する場合，次のように設定します。
• マッピング元が変換元ノードの場合
［ノード追加］ボタンをクリックすると，［ノード選択］ダイアログが表示されます。［ノード選択］
ダイアログで，マッピング元となる変換元ノードを選択します。
• マッピング元がファンクションの場合
［ファンクション追加］ボタンをクリックすると，［ファンクション選択］ダイアログが表示されま
す。［ファンクション選択］ダイアログで，マッピング元となるファンクションを選択します。
［入力］に複数のマッピング元を指定した場合，
［入力］に表示された連結対象は上から順に連結されま
す。いちばん上に表示された連結対象は，連結した文字列の左側に設定されます。
5.［入力］に変換元ノードが指定されている場合，その変換元ノードに条件を設定して，その条件を満た
す場合だけマッピングさせたいとき，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
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ノード条件の設定方法については，「6.7 ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノー
ド条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9
ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。
6.［OK］ボタンをクリックします。

6.5.2

1 つの文字列から一部分の文字列を取り出す

1 つのマッピング元の文字列から，一部分の文字列を取り出します。

(1)

使用するファンクション
1 つのマッピング元の文字列から，一部分の文字列を取り出すには，部分文字列取得ファンクションを使用
します。部分文字列取得ファンクションを使用した例を次に示します。
図 6‒3

(2)

部分文字列取得ファンクションの使用例

設定手順
1 つのマッピング元の文字列から，一部分の文字列を取り出す手順を次に示します。
1. パレットから部分文字列取得ファンクション（substr）を選択して，マッピングビューアに配置しま
す。
2. マッピング線を設定します。
3. 次のどちらかの方法で［部分文字列取得］ダイアログを表示させます。
• 部分文字列取得ファンクションを右クリックして［設定］を選択します。
• 部分文字列取得ファンクションをダブルクリックします。
［部分文字列取得］ダイアログが表示されます。
［部分文字列取得］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレン
ス」の「1.6.18 部分文字列取得ダイアログ」を参照してください。
4.［入力］に変換元ノードが指定されている場合，その変換元ノードに条件を設定して，その条件を満た
す場合だけマッピングさせたいとき，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
ノード条件の設定方法については，「6.7 ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノー
ド条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9
ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。
5. 取り出す文字列を指定します。
• 取り出す範囲を文字列の先頭から指定する場合
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［先頭からの範囲指定］ラジオボタンを選択し，［開始位置］に取り出す文字列の開始文字の位置を
指定します。取り出す文字列の文字数を指定する場合，［文字数］に取り出す文字数を指定します。
［開始位置］で指定した開始文字の位置から末尾までの文字列を取り出す場合，［開始位置から末尾
までを取得］チェックボックスをチェックします。
• 取り出す範囲を文字列の末尾から指定する場合
［末尾からの範囲指定］ラジオボタンを選択し，［開始位置］に取り出す文字列の開始文字の位置を
指定します。取り出す文字列の文字数を指定する場合，［文字数］に取り出す文字数を指定します。
［開始位置］で指定した開始文字の位置から先頭までの文字列を取り出す場合，［開始位置から先頭
までを取得］チェックボックスをチェックします。
• 文字列を 2 つに分割して，分割した前の部分かあとの部分かのどちらかを指定する場合
［分割文字列指定］ラジオボタンを選択し，［分割文字列］にマッピング元の文字列を分割する文字
（文字列）を指定します。先頭の文字から［分割文字列］で指定した文字（文字列）より前の文字列
を取り出したい場合，
［取得部位］に「前」を指定します。
［分割文字列］で指定した文字（文字列）
のあとから末尾までの文字列を取り出したい場合，［取得部位］に「後」を指定します。
6.［OK］ボタンをクリックします。

6.5.3

文字列の文字数を代入する

マッピング元の文字列の文字数をマッピング先に代入します。

(1)

使用するファンクション
マッピング元の文字列の文字数をマッピング先に代入するには，文字数取得ファンクションを使用します。
文字数取得ファンクションを使用した例を次に示します。
図 6‒4

(2)

文字数取得ファンクションの使用例

設定手順
マッピング元の文字列の文字数をマッピング先に代入する手順を次に示します。
1. パレットから文字数取得ファンクション（length）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. マッピング線を設定します。
3. 次のどちらかの方法で［文字数取得］ダイアログを表示させます。
• 文字数取得ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• 文字数取得ファンクションをダブルクリックします。
［文字数取得］ダイアログが表示されます。
［文字数取得］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」
の「1.6.19 文字数取得ダイアログ」を参照してください。
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4.［入力］に変換元ノードが指定されている場合，その変換元ノードに条件を設定して，その条件を満た
す場合だけマッピングさせたいとき，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
ノード条件の設定方法については，「6.7 ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノー
ド条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9
ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。
5.［OK］ボタンをクリックします。

6.5.4

指定文字列の有無，または指定文字列の開始を調査する

マッピング元の文字列に指定した文字列が含まれているか，または指定した文字列で開始されているかを調
査して，マッピング先にその論理値を代入します。

(1)

使用するファンクション
マッピング元の文字列に指定した文字列が含まれているか，または指定した文字列で開始されているかを調
査して，マッピング先にその論理値を代入するには，文字列調査ファンクションを使用します。文字列調査
ファンクションを使用した例を次に示します。
図 6‒5

(2)

文字列調査ファンクションの使用例

設定手順
マッピング元の文字列を調査し，マッピング先に論理値を代入する手順を次に示します。
1. パレットから文字列調査ファンクション（contain）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. マッピング線を設定します。
3. 次のどちらかの方法で［文字列調査］ダイアログを表示させます。
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• 文字列調査ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• 文字列調査ファンクションをダブルクリックします。
［文字列調査］ダイアログが表示されます。
［文字列調査］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」
の「1.6.20 文字列調査ダイアログ」を参照してください。
4.［入力］に変換元ノードが指定されている場合，その変換元ノードに条件を設定して，その条件を満た
す場合だけマッピングさせたいとき，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
ノード条件の設定方法については，「6.7 ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノー
ド条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9
ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。
5.［調査種別］に次のどちらかを選択します。
• ［調査文字列］で指定した文字列が含まれているか調査する場合
「指定文字列を含む」を選択します。
• ［調査文字列］で指定した文字列で開始されているか調査する場合
「指定文字列から開始」を選択します。
6.［調査文字列］に調査対象となる文字列を指定します。
7.［OK］ボタンをクリックします。

6.5.5

文字列の空白を除去する

マッピング元の文字列の先頭と末尾の空白（半角スペース，タブ，復帰（Carriage Return），および改行
（Line Feed））を除去します。また，文字列間の連続した空白を 1 つの半角スペースに置換します。

(1)

使用するファンクション
文字列の空白を除去するには，空白除去ファンクションを使用します。空白除去ファンクションを使用した
例を次に示します。
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(2)
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空白除去ファンクションの使用例

設定手順
文字列の空白を除去する手順を次に示します。
1. パレットから空白除去ファンクション（trim）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. マッピング線を設定します。
3. 次のどちらかの方法で［空白除去］ダイアログを表示させます。
• 空白除去ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• 空白除去ファンクションをダブルクリックします。
［空白除去］ダイアログが表示されます。
［空白除去］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.6.21 空白除去ダイアログ」を参照してください。
4.［入力］に変換元ノードが指定されている場合，その変換元ノードに条件を設定して，その条件を満た
す場合だけマッピングさせたいとき，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
ノード条件の設定方法については，「6.7 ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノー
ド条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9
ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。
5.［OK］ボタンをクリックします。

6.5.6

数値をフォーマット変換する

マッピング元の数値を java.text.DecimalFormat クラスの形式のパターンでフォーマット変換します。ま
た，パターンに指定する小数点文字または桁区切り文字をデフォルトから変更できます。
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java.text.DecimalFormat クラスの形式のパターンの詳細については，Java の API に関するドキュメント
を参照してください。

(1)

使用するファンクション
マッピング元の数値を java.text.DecimalFormat クラスの形式のパターンでフォーマット変換するには，
数値フォーマット変換ファンクションを使用します。数値フォーマット変換ファンクションを使用した例
を次に示します。
図 6‒7

(2)

数値フォーマット変換ファンクションの使用例

設定手順
マッピング元の数値を java.text.DecimalFormat クラスの形式のパターンでフォーマット変換する手順を
次に示します。
1. パレットから数値フォーマット変換ファンクション（format）を選択して，マッピングビューアに配置
します。
2. マッピング線を設定します。
3. 次のどちらかの方法で［数値フォーマット変換］ダイアログを表示させます。
• 数値フォーマット変換ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• 数値フォーマット変換ファンクションをダブルクリックします。
［数値フォーマット変換］ダイアログが表示されます。
［数値フォーマット変換］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.6.22 数値フォーマット変換ダイアログ」を参照してください。
4.［入力］に変換元ノードが指定されている場合，その変換元ノードに条件を設定して，その条件を満た
す場合だけマッピングさせたいとき，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
ノード条件の設定方法については，「6.7 ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノー
ド条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9
ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。
5.［パターン］に変換後の java.text.DecimalFormat クラスの形式のパターン文字列を指定します。
6. 小数点文字または桁区切り文字をデフォルトから変更する場合，［記号を変更する］チェックボックス
をチェックし，次のように指定します。
• 小数点文字を変更する場合
［小数点文字］に変更後の小数点文字の記号を指定します。省略した場合，デフォルトの記号となり
ます。
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• 桁区切り文字を変更する場合
［桁区切り文字］に変更後の桁区切り文字の記号を指定します。省略した場合，デフォルトの記号と
なります。
7.［OK］ボタンをクリックします。

6.5.7

数値を演算する

2 つのマッピング元の数値に対して，指定した演算をします。指定できる演算の種類を次に示します。
• +（加算）
• -（減算）
• *（乗算）
• /（除算）
• %（剰余）

(1) 使用するファンクション
2 つのマッピング元の数値に対して，指定した演算をするには，数値演算ファンクションを使用します。数
値演算ファンクションを使用した例を次に示します。
図 6‒8

(2)

数値演算ファンクションの使用例

設定手順
2 つのマッピング元の数値に対して，指定した演算をする手順を次に示します。
1. パレットから数値演算ファンクション（calc）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. マッピング線を設定します。
3. 次のどちらかの方法で［数値演算］ダイアログを表示させます。
• 数値演算ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• 数値演算ファンクションをダブルクリックします。
［数値演算］ダイアログが表示されます。
［数値演算］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.6.23 数値演算ダイアログ」を参照してください。
4.［演算］に実行したい演算を指定します。
5.［入力 1］または［入力 2］に変換元ノードが指定されている場合，その変換元ノードに条件を設定し
て，その条件を満たす場合だけマッピングさせたいとき，
［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
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［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
ノード条件の設定方法については，「6.7 ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノー
ド条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9
ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。
6.［OK］ボタンをクリックします。

6.5.8

小数点以下の端数を処理する

マッピング元の数値が小数の場合，小数点以下の端数を処理します。指定できる端数の処理を次に示しま
す。
• 四捨五入
• 切り捨て
• 切り上げ

(1)

使用するファンクション
小数点以下の端数を処理するには，端数処理ファンクションを使用します。端数処理ファンクションを使用
した例を次に示します。

図 6‒9 端数処理ファンクションの使用例

(2)

設定手順
小数点以下の端数を処理する手順を次に示します。
1. パレットから端数処理ファンクション（round）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. マッピング線を設定します。
3. 次のどちらかの方法で［端数処理］ダイアログを表示させます。
• 端数処理ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• 端数処理ファンクションをダブルクリックします。
［端数処理］ダイアログが表示されます。
［端数処理］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.6.24 端数処理ダイアログ」を参照してください。
4.［入力］に指定されている変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせ
たい場合，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
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ノード条件の設定方法については，「6.7 ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノー
ド条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9
ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。
5.［種別］に実行したい端数の処理を指定します。
6.［OK］ボタンをクリックします。

6.5.9

複数のノードセットのノードの数値を合計する

複数のマッピング元のノードセットを指定し，そのノードセットに含まれているノードの数値を合計しま
す。

(1)

使用するファンクション
複数のノードセットのノードの数値を合計するには，総和ファンクションを使用します。総和ファンクショ
ンを使用した例を次に示します。
図 6‒10

(2)

総和ファンクションの使用例

設定手順
複数のノードセットのノードの数値を合計する手順を次に示します。
1. パレットから総和ファンクション（sum）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. マッピング線を設定します。
3. 次のどちらかの方法で［総和］ダイアログを表示させます。
• 総和ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• 総和ファンクションをダブルクリックします。
［総和］ダイアログが表示されます。
［総和］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.6.25 総和ダイアログ」を参照してください。
4.［入力］に合計させたい数値のマッピング元を追加する場合，［ノード追加］ボタンをクリックします。
［ノード選択］ダイアログが表示されます。
5. マッピング元となるノードセットを指定します。
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［入力］に合計させたい数値のマッピング元が設定されます。
6.［入力］に指定されている変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせ
たい場合，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
ノード条件の設定方法については，「6.7 ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノー
ド条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9
ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。
7.［OK］ボタンをクリックします。

6.5.10

否定演算を使用する

入力値を 16 進文字列であるものとし，否定演算を実行します。入力値が 16 進文字列以外の場合は，エラー
の値（NaN）を返します。入力値が 64 ビットを超える場合，64 ビットより上位ビットを切り捨てます。
変換元ノード，ファンクションは変換実行時に文字列化されます。

(1) 使用するファンクション
否定演算を実行するには，否定演算ファンクションを使用します。使用例を次に示します。
図 6‒11

(2)

否定演算ファンクションの使用例

設定手順
否定演算を設定する手順を次に示します。
1. パレットから否定演算ファンクション（not）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. マッピング線を設定します。
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3. 次のどちらかの方法で［否定演算］ダイアログを表示させます。
• 否定演算ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• 否定演算ファンクションをダブルクリックします。
［否定演算］ダイアログが表示されます。
［否定演算］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.6.26 否定演算ダイアログ」を参照してください。
4.［入力］に否定演算の入力値を指定する場合，［ノード選択］ボタンをクリックします。
［ノード選択］ダイアログが表示されます。
5. 入力値となるノードセットを指定します。
［入力］に否定演算の入力値が設定されます。
6.［入力］に指定されている入力値に条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたい場
合，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
ノード条件の設定方法については，「6.7 ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノー
ド条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9
ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。
7.［入力］に否定演算の対象とするファンクションを指定したい場合，
［ファンクション選択］ボタンをク
リックします。
［ファンクション選択］ダイアログが表示されます。
［ファンクション選択］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.6.7 ファンクション選択ダイアログ」を参照してください。
8.［OK］ボタンをクリックします。

6.5.11

論理演算を使用する

入力値を 16 進文字列であるものとし，論理演算を実行します。演算の種類として，
「AND」
（論理積），
「OR」
（論理和），「XOR」（排他的論理和）が指定できます。入力値が 16 進文字列以外の場合は，エラーの値
（NaN）を返します。入力値が 64 ビットを超える場合，64 ビットより上位ビットを切り捨てます。
なお，論理演算ファンクションは，ビッグエンディアンで処理します。2 つの入力値の桁数が異なる場合
は，大きい桁数に合わせて演算します。変換元ノード，ファンクションは変換実行時に文字列化されます。

(1)

使用するファンクション
論理演算を実行するには，論理演算ファンクションを使用します。使用例を次に示します。
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図 6‒12 論理演算ファンクションの使用例

(2)

設定手順
論理演算を設定する手順を次に示します。
1. パレットから論理演算ファンクション（bitop）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. マッピング線を設定します。
3. 次のどちらかの方法で［論理演算］ダイアログを表示させます。
• 論理演算ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• 論理演算ファンクションをダブルクリックします。
［論理演算］ダイアログが表示されます。
［論理演算］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.6.27 論理演算ダイアログ」を参照してください。
4.［入力 1］に論理演算の入力値を指定する場合，［入力 1］の［ノード選択］ボタンをクリックします。
［ノード選択］ダイアログが表示されます。
5. 入力値となるノードセットを指定します。
［入力 1］に論理演算の入力値が設定されます。
6.［入力 2］に論理演算の入力値を指定する場合，［入力 2］の［ノード選択］ボタンをクリックします。
［ノード選択］ダイアログが表示されます。
7. 入力値となるノードセットを指定します。
［入力 2］に論理演算の入力値が設定されます。
8.［入力 1］または［入力 2］に指定されている入力値に条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッ
ピングさせたい場合，
［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
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［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
ノード条件の設定方法については，「6.7 ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノー
ド条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9
ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。
9.［入力 1］または［入力 2］に論理演算の対象とするファンクションを指定したい場合，［ファンクショ
ン選択］ボタンをクリックします。
［ファンクション選択］ダイアログが表示されます。
［ファンクション選択］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.6.7 ファンクション選択ダイアログ」を参照してください。
10.［演算］から演算方法を指定します。
11.［OK］ボタンをクリックします。

6.5.12

シフト演算を使用する

入力値を 16 進文字列であるものとし，シフト演算を実行します。シフト演算では，シフト量，シフト方
向，シフト種別で指定した方法でシフト演算した結果を出力サイズで指定したサイズ分，下位ビットから取
得し，返します。入力値が 16 進文字列以外の場合は，エラーの値（NaN）を返します。入力値が 64 ビッ
トを超える場合，64 ビットより上位ビットを切り捨てます。

なお，シフト演算ファンクションは，ビッグエンディアンで処理します。

(1)

使用するファンクション
シフト演算を実行するには，シフト演算ファンクションを使用します。使用例を次に示します。
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図 6‒13 シフト演算ファンクションの使用例

(2)

設定手順
シフト演算を設定する手順を次に示します。
1. パレットからシフト演算ファンクション（shift）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. マッピング線を設定します。
3. 次のどちらかの方法で［シフト演算］ダイアログを表示させます。
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• シフト演算ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• シフト演算ファンクションをダブルクリックします。
［シフト演算］ダイアログが表示されます。
［シフト演算］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」
の「1.6.28 シフト演算ダイアログ」を参照してください。
4.［入力］にシフト演算の入力値を指定する場合，［ノード選択］ボタンをクリックします。
［ノード選択］ダイアログが表示されます。
5. 入力値となるノードセットを指定します。
［入力］にシフト演算の入力値が設定されます。
6.［入力］に指定されている入力値に条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたい場
合，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
ノード条件の設定方法については，「6.7 ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノー
ド条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9
ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。
7.［入力］にシフト演算の対象とするファンクションを指定したい場合，
［ファンクション選択］ボタンを
クリックします。

［ファンクション選択］ダイアログが表示されます。
［ファンクション選択］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.6.7 ファンクション選択ダイアログ」を参照してください。
8. シフト量を指定します。
9. 出力サイズを指定します。
10. シフト方向を指定します。
11. シフト種別を指定します。
12.［OK］ボタンをクリックします。

(3) 実行例
実行例を次に示します。
入力※1
76(0111 0110)

シフト量

出力サイズ

3

8

89(1000 1001)

76(0111 0110)

2

6

シフト
方向

シフト種
別

出力結果※1※2※3

左

算術

b0(1011 0000)

右

算術

0e(0000 1110)

右

論理

0e(0000 1110)

左

算術

48(0100 1000)

右

算術

f1(1111 0001)

右

論理

11(0001 0001)

左

算術

18(0001 1000) [d8(1101 1000)]

右

算術

1d(0001 1101) [1d(0001 1101)]
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入力※1
76(0111 0110)

シフト量

出力サイズ

2

6

89(1000 1001)

シフト
方向

シフト種
別

出力結果※1※2※3

右

論理

1d(0001 1101) [1d(0001 1101)]

左

算術

24(0010 0100) [24(0010 0100)]

右

算術

22(0010 0010) [e2(1110 0010)]

右

論理

22(0010 0010) [22(0010 0010)]

注※1
( )内は，2 進整数文字列表記です。
注※2
[ ]内は，出力ビット数で切り捨てられる前の値です。
注※3
太字は，補完ビットです。

6.5.13

ノード数を代入する

マッピング元のノードセットのノード数をマッピング先に代入します。

(1)

使用するファンクション
マッピング元のノードセットのノード数をマッピング先に代入するには，ノード数取得ファンクションを使
用します。ノード数取得ファンクションを使用した例を次に示します。
図 6‒14

(2)

ノード数取得ファンクションの使用例

設定手順
マッピング元のノードセットのノード数をマッピング先に代入する手順を次に示します。
1. パレットからノード数取得ファンクション（count）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. マッピング線を設定します。
3. 次のどちらかの方法で［ノード数取得］ダイアログを表示させます。
• ノード数取得ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• ノード数取得ファンクションをダブルクリックします。
［ノード数取得］ダイアログが表示されます。
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［ノード数取得］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」
の「1.6.30 ノード数取得ダイアログ」を参照してください。
4.［入力］に指定されている変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせ
たい場合，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
ノード条件の設定方法については，「6.7 ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノー
ド条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9
ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。
5.［OK］ボタンをクリックします。

6.5.14

ノード名を代入する

マッピング元のノード名をマッピング先に代入します。マッピング元（変換元ノード）のインスタンスが存
在しない場合，空文字列を代入します。

(1)

使用するファンクション
マッピング元のノード名をマッピング先に代入するには，ノード名取得ファンクションを使用します。ノー
ド名取得ファンクションを使用した例を次に示します。
図 6‒15

(2)

ノード名取得ファンクションの使用例

設定手順
マッピング元のノード名をマッピング先に代入する手順を次に示します。
1. パレットからノード名取得ファンクション（name）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. マッピング線を設定します。
3. 次のどちらかの方法で［ノード名取得］ダイアログを表示させます。
• ノード名取得ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• ノード名取得ファンクションをダブルクリックします。
［ノード名取得］ダイアログが表示されます。
［ノード名取得］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」
の「1.6.29 ノード名取得ダイアログ」を参照してください。
4.［入力］に指定されている変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせ
たい場合，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
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ノード条件の設定方法については，「6.7 ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノー
ド条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9
ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。
5.［OK］ボタンをクリックします。

6.5.15

ノードの有無を調査する

指定したマッピング元の変換元ノードが存在するかを調査して，マッピング先にその論理値を代入します。

(1) 使用するファンクション
指定したマッピング元の変換元ノードが存在するかを調査して，マッピング先にその論理値を代入するに
は，ノード調査ファンクションを使用します。ノード調査ファンクションを使用した例を次に示します。
図 6‒16

(2)

ノード調査ファンクションの使用例

設定手順
指定したマッピング元の変換元ノードが存在するか調査する手順を次に示します。
1. パレットからノード調査ファンクション（exist）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. マッピング線を設定します。
3. 次のどちらかの方法で［ノード調査］ダイアログを表示させます。
• ノード調査ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• ノード調査ファンクションをダブルクリックします。
［ノード調査］ダイアログが表示されます。
［ノード調査］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」
の「1.6.31 ノード調査ダイアログ」を参照してください。
4.［入力］に指定されている変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせ
たい場合，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
ノード条件の設定方法については，「6.7 ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノー
ド条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9
ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。
5.［OK］ボタンをクリックします。
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くり返しを対応づける

複数回出現する変換先ノードに対して，複数回出現する変換元ノードをマッピング元として，くり返しを対
応づけます。また，複数回出現する変換元ノードのインスタンスをソートすることもできます。
ここでは，くり返しを対応づける基本的な方法を説明します。くり返しの合成，くり返し依存対象などの内
容については，「6.6 くり返しの設定」を参照してください。

(1) 使用するファンクション
複数回出現する変換先ノードに対して，複数回出現する変換元ノードをマッピング元として，くり返しを対
応づけるには，くり返しファンクションを使用します。くり返しファンクションを使用した例を次に示しま
す。
図 6‒17

(2)

くり返しファンクションの使用例

設定手順
複数回出現する変換先ノードに対して，複数回出現する変換元ノードをマッピング元として，くり返しを対
応づける手順を次に示します。
1. パレットからくり返しファンクション（loop）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. マッピング線を設定します。
3. 次のどちらかの方法で［くり返し］ダイアログを表示させます。
• くり返しファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• くり返しファンクションをダブルクリックします。
［くり返し］ダイアログが表示されます。
［くり返し］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.6.5 くり返し設定ダイアログ」を参照してください。
4. 変換元ノードのインスタンスをソートする場合，［追加］ボタンをクリックします
［ソート条件追加/編集］ダイアログが表示されます。
［ソート条件追加/編集］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.6.33 ソート条件追加/編集ダイアログ」を参照してください。
5.［ノード選択］ボタンをクリックします。
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［ノード選択］ダイアログが表示されます。
［ノード選択］ダイアログで，ソートさせたいインスタンス
の変換元ノードを指定します。
6. 次の項目を設定します。
• ［順序］
［昇順］または［降順］を選択します。
• ［言語］
［日本語］，［英語］，または［自動］を選択します。
• ［データタイプ］
［テキスト］または［数値］を選択します。
• ［優先順位］
［大文字］または［小文字］を選択します。
7.［OK］ボタンをクリックします。
［くり返し］ダイアログの［ソート条件］に，［ソート条件追加/編集］ダイアログで指定した内容が設
定されます。
8.［ソート条件］にキーを追加する場合，手順 4〜手順 7.をくり返します。
キーは 8 つまで設定できます。
9.［ソート条件］の順番を変える場合，［上へ］ボタンまたは［下へ］ボタンをクリックします。
［ソート条件］でいちばん上に設定した条件から順にソートされます。
例えば，いちばん上に日付，2 番目に名前を条件として設定した場合，まず全体を日付でソートします。
次に，ソートした中に同じ日付があった場合，その日付の中でさらに名前でソートします。
10.［OK］ボタンをクリックします。
!

注意事項
• 同じ変換先ノードに対して，くり返しをネストして定義しないでください。つまり，同じ変換先ノードに対
して，くり返しファンクションを直列に接続しないでください。
• 同じ変換先ノードに対して，同じくり返し依存対象の代入線を複数設定しないでください。くり返し依存対
象については，「6.6.3 くり返し依存対象の対応づけ」を参照してください。
• 同じ変換先ノードに対して，同じくり返し依存対象のくり返し対応線および代入線を同時に設定しないでく
ださい。くり返し依存対象については，「6.6.3 くり返し依存対象の対応づけ」を参照してください。
• 変換先ノードにくり返しを定義した場合，変換先ノードの子孫ノードにはくり返し依存対象を設定してくだ
さい。くり返し依存対象については，「6.6.3 くり返し依存対象の対応づけ」を参照してください。

6.5.17

条件によって異なる値を出力する

ある条件を設定して，その条件に合致する場合または合致しない場合で，異なる値を出力します。

(1)

使用するファンクション
ある条件を設定して，その条件に合致する場合または合致しない場合で，異なる値を出力させるには，選択
ファンクションを使用します。選択ファンクションを使用した例を次に示します。
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(2)
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選択ファンクションの使用例

設定手順
ある条件を設定して，その条件に合致する場合または合致しない場合で，異なる値を出力させる手順を次に
示します。

1. パレットから選択ファンクション（choose）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. マッピング線を設定します。
パレットのツールではなく，［選択］ダイアログでマッピング元を設定してマッピング線を設定する場
合は，手順.7〜手順.11 を実施します。
3. 次のどちらかの方法で［選択］ダイアログを表示させます。
• 選択ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• 選択ファンクションをダブルクリックします。
［選択］ダイアログが表示されます。
手順 2.でマッピング線を設定した場合は，［条件と出力値］の［出力値］にマッピング元が設定されて
います。
［選択］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.6.34 選択ダイアログ」を参照してください。
4. 次のどちらかの方法で［条件追加/編集］ダイアログを表示させます。
• ［条件と出力値］の［出力値］にマッピング元が設定されている場合
［条件と出力値］の［出力値］に設定されているマッピング元を選択して，［編集］ボタンをクリッ
クします。
• ［条件と出力値］の［出力値］にマッピング元が設定されていない場合
［追加］ボタンをクリックします。
［条件追加/編集］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレン
ス」の「1.6.35 条件追加/編集ダイアログ」を参照してください。
5.［条件設定］ボタンをクリックします。
［条件設定］ダイアログが表示されます。
6. 条件を設定します。
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［条件設定］ダイアログでの条件設定の方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.6.10 条件設定ダイアログ（ノード条件の設定）」を参照してください。
7.［条件が true の場合］欄で次のように指定します。
• 変換先ノードを出力させる場合
［ノードを出力する］チェックボックスにチェックします。
• 変換先ノードを出力させない場合
［ノードを出力しない］チェックボックスにチェックします。
なお，
［条件と出力値］の［出力値］ですでにマッピング元が設定されている場合，
［値］にマッピング
元が表示されます。マッピング元を変更しないときは，手順.10 に進んでください。
8. 手順 7.で［ノードを出力する］チェックボックスにチェックした場合，［出力値］欄で次のように指定
します。
• 変換先ノードに値を出力させる場合
［値を出力する］チェックボックスにチェックします。
• 変換先ノードに値を出力させない場合
［空ノード］チェックボックスにチェックします。
9. 手順 8.で［値を出力する］チェックボックスにチェックした場合，［値］を次のように指定します。
• 変換元ノードの値を出力させる場合
［ノード選択］ボタンをクリックすると，［ノード選択］ダイアログが表示されます。［ノード選択］
ダイアログで，値を出力させたい変換元ノードを選択します。
• ファンクションの値を出力させる場合
［ファンクション選択］ボタンをクリックすると，［ファンクション選択］ダイアログが表示されま
す。［ファンクション選択］ダイアログで，値を出力させたいファンクションを選択します。
10.［値］に変換元ノードが指定されている場合，その変換元ノードに条件を設定して，その条件を満たす
場合だけマッピングさせたいとき，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
ノード条件の設定方法については，「6.7 ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノー
ド条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9
ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。
11.［OK］ボタンをクリックします。
［条件追加/編集］ダイアログが閉じます。
12. 条件を追加または編集する場合，手順 4.〜手順.11 をくり返します。
［条件と出力値］に複数の条件およびマッピング元を指定した場合，いちばん上に表示された条件から
順に，条件を判定します。
13. どの条件にも合致しない場合のマッピング元を，
［選択］ダイアログの［どの条件にも合致しない場合］
欄で設定します。
設定方法は，［条件追加/編集］ダイアログの［条件が true の場合］欄と同じです。
14.［OK］ボタンをクリックします。
［選択］ダイアログで設定した条件中に，マッピング元以外の変換元ノードまたはファンクションを指
定した場合，その条件中の変換元ノードまたはファンクションと選択ファンクションの間にはマッピン
グ線

314

（条件線）が設定されます。

6

!

データ変換の定義

注意事項
• 複合内容の変換先ノードにマッピングする場合，［値を出力する］を選択して［値］を指定しないでくださ
い。また，複合内容以外の変換先ノードにマッピングする場合，［値を出力する］を選択したときは，必ず
［値］を指定してください。
• すべての子要素の最小出現回数が 1 回以上に設定されている choice 要素にマッピングする場合，
［空ノード］
を指定しないでください。
• 最小出現回数が 1 回以上に設定されている子要素を持つ要素（choice 要素以外）にマッピングする場合，
［空
ノード］を指定しないでください。
• 最小出現回数が 1 回以上に設定されているノードにマッピングする場合，
［ノードを出力しない］を指定しな
いでください。

• 出力値にくり返しファンクションを一つでも設定した場合，ほかの出力値もすべてくり返しファンクション
を設定してください。また，出力値にくり返しファンクション以外を設定した場合，ほかの出力値もすべて
くり返しファンクション以外を設定してください。

6.5.18

指定した値を代入する

マッピング先に指定した値を代入します。指定できる値を次に示します。
• 文字列
• 数値
• 論理値（「真」または「偽」）
• 特殊ノード（「ノード出力なし」または「空ノード」）

(1)

使用するファンクション
マッピング先に，指定した値を代入するには，定数ファンクションを使用します。定数ファンクションに指
定した値は，複数のマッピング先に代入できます。定数ファンクションにはマッピング元がありません。し
たがって，定数ファンクションの値がそのままマッピング先に代入されます。定数ファンクションの使用例
を次の図に示します。
図 6‒19

定数ファンクションの使用例
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(2)

設定手順
マッピング先に，指定した値を代入する手順を次に示します。
1. パレットから定数ファンクション（const）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. マッピング線を設定します。
3. 次のどちらかの方法で［定数］ダイアログを表示させます。
• 定数ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• 定数ファンクションをダブルクリックします。
［定数］ダイアログが表示されます。
［定数］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.6.39 定数ダイアログ」を参照してください。
4. マッピング先に代入する値を指定します。
• 文字列を指定する場合
［文字列］ラジオボタンを選択し，［値］に代入する値を指定します。
• 数値を指定する場合
［数値］ラジオボタンを選択し，［値］に代入する数値を指定します。
• 論理値を指定する場合
［論理値］ラジオボタンを選択し，［論理値］欄で［真］または［偽］を選択します。
• 特殊ノードを指定する場合
［特殊ノード］ラジオボタンを選択し，［値］欄で［ノード出力なし］または［空ノード］を選択し
ます。
5.［OK］ボタンをクリックします。
!

注意事項
• 特殊ノードを指定する場合，マッピング先には変換先ノードを指定してください。
• 特殊ノード以外を指定する場合，マッピング先には複合型ノード以外のノードを指定してください。
• 特殊ノードでノード出力なしを指定した場合，マッピング先には最小出現回数が 0 回の変換先ノードを指定
してください。
• すべての子要素の最小出現回数が 1 回以上に設定されている choice 要素にマッピングする場合，特殊ノード
の空ノード以外を指定してください。
• 最小出現回数が 1 回以上に設定されている子要素を持つ要素（choice 要素以外）にマッピングする場合，特
殊ノードの空ノード以外を指定してください。

6.5.19

変換テーブルを利用して値を変換する

変換テーブルを利用して，マッピング元の値を変換してマッピング先に代入します。

(1) 使用するファンクション
変換テーブルを利用して，マッピング元の値を変換してマッピング先に代入するには，値置換えファンク
ションを使用します。
値置換えファンクションを使用した例を次に示します。
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値置換えファンクションの使用例

設定手順
変換テーブルを利用して，マッピング元の値を変換してマッピング先に代入するには，まず，変換テーブル
を作成・保存します。作成した変換テーブルの情報をシステムプロパティファイル（usrconf.properties）
に記述すると，変換テーブルが利用できる状態になります。変換テーブルが利用できる状態になったあと，
値置換えファンクションを定義します。

(a)

変換テーブルの作成と保存
変換テーブルの作成と保存について説明します。
ポイント
作成した変換テーブルはパッケージングの対象にはなりません。そのため，実行環境での実運用開始後にも，任
意のタイミングで編集できます。編集された内容は，次回のシステム起動時に反映されます。

変換テーブルの作成
変換テーブルは，csv ファイルで作成します。csv ファイルの形式を次に示します。
"値A01","値B01"
"値A02","値B02"
"値A03","値B03"
:

同じ行に記述した「値 Ann」と「値 Bnn」を一対の組み合わせとして値を置き換えます。置き換え対
象の文字列はダブルクォーテーション（"）で囲んで記述します。置き換え対象の文字列にダブルクォー
テーションが含まれる場合，ダブルクォーテーションをエスケープ文字として使用できます。エスケー
プ対象外の文字をエスケープした場合，エスケープ文字は無視されて，以降の文字が処理されます。
なお，変換テーブルに使用できる文字コードは次のとおりです。
• MS932
• UTF8
• UTF16（ビッグエンディアン，またはリトルエンディアン）
変換テーブルの記述に使用する文字について次の表に示します。
表 6‒4

変換テーブルに使用する文字

対象
開始文字

使用する文字
開始文字は不要です。
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対象
終了文字

使用する文字
次のどちらかの改行コードです。
• LF（0x0A）
• CR ＋ LF（0x0D0A）
実行する OS が UNIX の場合は LF，Windows の場合は CR+LF を使用します。
注
LF：ラインフィード
CR：キャリッジリターン

中間区切り文字

コンマ（,）を利用します。

! 注意事項
• 変換テーブルに記述した変換対象は文字列として扱います。そのため，値置換えファンクションへの入力
値が数値の場合，文字列に変換して処理されます。
• 変換対象および入力値に，空要素は指定できません。
• 属性値を入力する場合，入力値は正規化（タブをスペースに置き換えたり，連続したスペースを 1 つの
スペースに置き換えたりするなど）した値で扱います。そのため，変換テーブルに記述した検索キー値
も，正規化後の値を考慮する必要があります。

ポイント
「値 Ann」から「値 Bnn」の変換にするか，「値 Bnn」から「値 Ann」の変換にするかは，値置換えファン
クションを定義するときに設定できます。

変換テーブルの保存
作成した変換テーブルは，任意の場所に保存します。
(b)

システムプロパティファイル（usrconf.properties）への登録
変換テーブルを作成したあとには，usrconf.properties に作成した変換テーブルを登録します。変換テーブ
ルの登録方法の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の
「2.3.8 値置換えファンクションで使用する変換テーブルを登録する」を参照してください。

(c)

値置換えファンクションの定義
値置換えファンクションを利用して，マッピング元の値を変換してマッピング先に代入するための手順を次
に示します。
1. パレットから値置換えファンクション（replace）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. マッピング線を設定します。
3. 次のどちらかの方法で［値置換え］ダイアログを表示させます。
• 値置換えファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• 値置換えファンクションをダブルクリックします。
［値置換え］ダイアログが表示されます。
［値置換え］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.6.36 値置換えダイアログ」を参照してください。
4.［入力］に変換元ノードが指定されている場合，その変換元ノードに条件を設定して，その条件を満た
す場合だけマッピングさせたいとき，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
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ノード条件の設定方法については，「6.7 ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノー
ド条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9
ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。
5.［変換テーブル ID］にシステムプロパティファイル（usrconf.properties）に記述した変換テーブルの
名称を指定します。
6.［検索キー列指定］で，変換テーブルの左列と右列のどちらを値の置き換え元とするか選択します。
7.［検索失敗時の動作］で，マッピング元からの入力値が変換テーブルに存在しなかった場合のシステム
の動作を選択します。
デフォルト値を出力してマッピング先に代入する場合
［デフォルト値を代入］をラジオボタンで選択し，［値］にデフォルト値として利用する文字列を入
力します。
変換エラーにする場合
［変換エラー］をラジオボタンで選択します。
8.［OK］ボタンをクリックします。

6.5.20 基数変換する
入力値を入力基数で指定した基数であるものとし，入力値を出力基数に指定した基数に変換します。入力値
が入力基数で指定した基数以外の場合は，エラーの値（NaN）を返します。入力値が 64 ビットを超える場
合，64 ビットより上位ビットを切り捨てます。
なお，基数変換ファンクションは，ビッグエンディアンで処理します。
基数変換の仕様を次に示します。
• 入力基数が 10 進数の場合，64 ビットとして基数変換する。
• 出力基数が 10 進数の場合，4 ビット単位に拡張した入力データの最上位ビットを符号ビットとする。
• 入力基数と出力基数が 10 進数でない場合，変換元のビット長に合わせる。入力基数が 2 進数の場合，
4 ビットに満たないデータは 4 ビット単位になるよう拡張する。
• 入力基数の入力値の形式を次に示す。
形式

入力基数
2 進数

[01]+

10 進数

[+-]?[0-9]+

16 進数

[0-9a-fA-F]+

(1)

使用するファンクション
入力値を出力基数に指定した基数に変換するには，基数変換ファンクションを使用します。使用例を次に示
します。
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図 6‒21 基数変換ファンクションの使用例

(2)

設定手順
入力値を出力基数に指定した基数に変換する手順を次に示します。
1. パレットから基数変換ファンクション（radix）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. マッピング線を設定します。
3. 次のどちらかの方法で［基数変換］ダイアログを表示させます。
• 基数変換ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
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• 基数変換ファンクションをダブルクリックします。
［基数変換］ダイアログが表示されます。
［基数変換］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.6.37 基数変換ダイアログ」を参照してください。
4.［入力］に基数変換の入力値を指定する場合，［ノード選択］ボタンをクリックします。
［ノード選択］ダイアログが表示されます。
5. 入力値となるノードセットを指定します。
［入力］に基数変換の入力値が設定されます。
6.［入力］に指定されている入力値に条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングさせたい場
合，［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
ノード条件の設定方法については，「6.7 ノード条件を設定する」を参照してください。また，［ノー
ド条件設定］ダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.9
ノード条件設定ダイアログ」を参照してください。
7.［入力］に基数変換の対象とするファンクションを指定したい場合，
［ファンクション選択］ボタンをク
リックします。
［ファンクション選択］ダイアログが表示されます。
［ファンクション選択］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.6.7 ファンクション選択ダイアログ」を参照してください。
8. 入力基数を指定します。
9. 出力基数を指定します。
10.［OK］ボタンをクリックします。

(3) 実行例
実行例を次に示します。
入力

基数変換

結果

1101

2 進数→10 進数

-3

0100

2 進数→10 進数

4

1101

2 進数→16 進数

d

11

10 進数→2 進数

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011※1

11

10 進数→16 進数

00 00 00 00 00 00 00 0b※1

11

16 進数→2 進数

0001 0001

11

16 進数→10 進数

17

8b

16 進数→10 進数

-117

1102

2 進数→10 進数

NaN※2

110f

10 進数→16 進数

NaN※2
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注※1
太字は，補完ビットです。
注※2
入力値を入力基数で指定した基数に変換できないため，結果が「NaN」となります。

6.5.21

変換元ノードの値にある値を付加する

変換元ノードの値にある値を付加して，マッピング先に代入します。

(1)

使用するファンクション
変換元ノードの値にある値を付加して，マッピング先に代入するには，文字列連結ファンクションおよび定
数ファンクションを組み合わせて使用します。文字列連結ファンクションおよび定数ファンクションを組
み合わせて使用した例を次に示します。
図 6‒22

(2)

文字列連結ファンクションおよび定数ファンクションを組み合わせた使用例

設定手順
変換元ノードの値にある値を付加して，マッピング先に代入する手順を次に示します。
1. パレットから定数ファンクション（const）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. 定数ファンクションで値を指定します。
値を指定する方法については，「6.5.18

指定した値を代入する」を参照してください。

3. パレットから文字列連結ファンクション（concat）を選択して，マッピングビューアに配置します。
4. 定数ファンクションで指定した値と変換元ノードの値を，文字列連結ファンクションで連結します。
連結方法については，「6.5.1

6.5.22

複数の文字列を連結する」を参照してください。

変換元ノードの値を倍にする

変換元ノードの値を倍にして，マッピング先に代入します。
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使用するファンクション
変換元ノードの値を倍にして，マッピング先に代入するには，数値演算ファンクションおよび定数ファンク
ションを組み合わせて使用します。数値演算ファンクションおよび定数ファンクションを組み合わせて使
用した例を次に示します。
図 6‒23

(2)

演算ファンクションおよび定数ファンクションを組み合わせた使用例

設定手順
変換元ノードの値を倍にして，マッピング先に代入する手順を次に示します。
1. パレットから定数ファンクション（const）を選択して，マッピングビューアに配置します。
2. 定数ファンクションで値を指定します。
値を指定する方法については，「6.5.18

指定した値を代入する」を参照してください。

3. パレットから数値演算ファンクション（calc）を選択して，マッピングビューアに配置します。
4. 定数ファンクションで指定した値と変換元ノードの値を，数値演算ファンクションで演算します。
演算方法については，「6.5.7

6.5.23

数値を演算する」を参照してください。

ユーザが作成した任意の Java プログラムを呼び出す

ユーザが作成した任意の Java プログラムを呼び出して，ファンクションとして使用します。Service
Architect が提供するほかのファンクションでできる加工以外の加工をしたい場合に使用します。
Service Architect では，標準のファンクションのほかに，値の加工，取得に便利なカスタムファンクショ
ンを提供しています。提供しているカスタムファンクションについては，「6.17 提供しているカスタム
ファンクション」を参照してください。
なお，呼び出す Java プログラムの作成方法については，「6.9
プログラムの作成」を参照してください。

(1)

カスタムファンクションで使用する Java

使用するファンクション
ユーザが作成した任意の Java プログラムを呼び出すには，カスタムファンクションを使用します。
カスタムファンクションから Java プログラムを呼び出す方法を次の図に示します。なお，カスタムファン
クションでは，呼び出す Java プログラムのことを変換ファンクションと呼びます。
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図 6‒24 カスタムファンクションから Java プログラム（変換ファンクション）を呼び出す方法

(2)

設定手順
ユーザが作成した任意の Java プログラムを呼び出す手順を次に示します。
1. Eclipse のメニューから［ウィンドウ］−［設定］を選択します。
［設定］ダイアログが表示されます。
2. ダイアログ左側で［HCSC-Definer］−［データ変換］を選択します。
データ変換定義画面の設定項目がダイアログ右側に表示されます。
3.［カスタムファンクション］タブをクリックします。
［設定］ダイアログの［カスタムファンクション］タブが表示されます。
4. 変換ファンクション定義ファイルを指定し，［OK］ボタンをクリックします。
5. パレットからカスタムファンクション（custom）を選択して，マッピングビューアに配置します。
6. マッピング線を設定します。
設定するマッピング線の数は，呼び出す Java プログラムの引数と同数です。
7. 次のどちらかの方法で［カスタム］ダイアログを表示させます。
• カスタムファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• カスタムファンクションをダブルクリックします。
8.［変換ファンクション選択］ボタンをクリックします。
［変換ファンクション選択］ダイアログが表示されます。
9. カスタムファンクションから呼び出すメソッドを選択し，［OK］ボタンをクリックします。
［変換ファンクション選択］ダイアログが閉じ，［カスタム］ダイアログが表示されます。
10.［引数名］に対応する入力値を［入力値］に指定します。
指定した入力値が Java プログラムの引数に入力されます。
11.［OK］ボタンをクリックします。
注意事項
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• ［カスタム］ダイアログで変換ファンクションの設定をしたあとに，マッピングビューアでマッピング
線を設定した場合，引数の入力値は自動で設定されません。再度［カスタム］ダイアログで［引数名］
に対応する入力値を［入力値］に指定してください。
• カスタムファンクションは，［変換ファンクション選択］ダイアログで選択したときのメソッドの情報
で呼び出します。［変換ファンクション選択］ダイアログでメソッドを選択したあとに，変換ファンク
ション定義ファイルの内容を変更しても，カスタムファンクションから呼び出すメソッドの情報には反
映されません。変換ファンクション定義ファイルの変更をカスタムファンクションに反映させる場合
は，変換ファンクションを選択し直してください。
• 次に示す設定内容が不一致の場合，ビジネスプロセスの検証時にエラーは発生しませんが，カスタム
ファンクションの実行時にエラーが発生します。そのため，設定内容を必ず一致させてください。
• 変換ファンクション定義ファイルの定義内容
• カスタムファンクションの定義内容
• パッケージングした jar ファイルの内容
• 複数の変換ファンクション定義ファイルを使用したい場合は，［設定］ダイアログで変換ファンクショ
ン定義ファイルを切り替えてからカスタムファンクションを設定してください。変換ファンクション
定義ファイルを切り替えても，設定済みのカスタムファンクションには影響しません。
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6.6

くり返しの設定

くり返しファンクションを使用したマッピングでは，くり返しを合成したり，くり返し依存対象を変更した
りできます。

6.6.1 ［くり返し設定］ダイアログを使用してマッピングする
くり返しファンクションまたは選択ファンクション※から変換先ノードへのマッピングは，
［くり返し設定］
ダイアログを使用することもできます。
［くり返し設定］ダイアログを使用したマッピングの手順を次に示します。
1. パレットからくり返しファンクションまたは選択ファンクションを選択します。
2. マッピングビューアで適当な場所をクリックします。
ファンクションがマッピングビューアに配置されます。配置されたファンクションは，ドラッグ＆ド
ロップで移動できます。
3. 変換先スキーマツリービューア上のマッピング先となる変換先ノードを右クリックして，［くり返し］
を選択します。
［くり返し設定］ダイアログが表示されます。
4.［ファンクション追加］ボタンをクリックします。
［ファンクション選択］ダイアログが表示されます。
5. マッピング元となるくり返しファンクションまたは選択ファンクションを指定して，
［OK］ボタンをク
リックします。
［ファンクション名］に指定したファンクション名が設定されます。
6.［OK］ボタンをクリックします。
マッピング線

（くり返し対応線）が設定されます。なお，マッピング線の色は変更できます。

マッピング線の色を変更する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」
の「1.12.5 マッピング線の色を変更する」を参照してください。
注※
くり返しファンクションに接続されている，または何も接続されていない選択ファンクションになりま
す。くり返しファンクション以外のファンクションに接続されている場合，［くり返し設定］ダイアロ
グは使用できません。
!

注意事項
変換元ノードにくり返しを設定した場合，その変換元ノードの子孫のノードもくり返しの対象となり，変換先
ノードに出現します。
ただし，［マッピング元設定］ダイアログでマッピング元に絶対パスを指定した場合は，常に絶対パスで指定し
たノードの値が代入されます。［マッピング元設定］ダイアログでマッピング元に相対パスが表示されている場
合には，くり返しを設定した変換元ノードの子孫のノードがくり返し対象となり，くり返しに対応したノードの
値が代入されます。
変換元ノードのパスの表示については，「6.6.6
参照してください。
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くり返しを合成する

複数の変換元ノードのくり返しを合成して，1 つの変換先ノードに対応づけることができます。くり返しを
合成した場合の画面を次に示します。
図 6‒25

くり返しを合成した場合の画面

くり返しを合成した場合，変換先ノードに出現させる変換元ノードの順序を［くり返し設定］ダイアログで
設定できます。この場合，loop1 に対応した変換元ノード（自宅）と loop2 に対応した変換元ノード（勤
務地）のどちらを先に変換先ノードに出現させるか決めることができます。なお，くり返しに対応した変換
元ノードの子孫のノードもくり返しの対象となり，変換先ノードに出現します。
変換先ノードに代入する変換元ノードの順序を指定する手順を次に示します。
1. 変換先スキーマツリービューア上のマッピング先となる変換先ノードを右クリックして，［くり返し］
を選択します。
［くり返し設定］ダイアログが表示されます。
2.［くり返し］に表示されたファンクション名を，変換先ノードに出現させる順番に並べ替えます。
いちばん上に表示されたファンクション名に対応する変換元ノードから順に，変換先ノードに出現しま
す。
• 順番を上にしたい場合
上にしたいファンクション名を選択して［上へ］ボタンをクリックします。
• 順番を下にしたい場合
下にしたいファンクション名を選択して［下へ］ボタンをクリックします。
3.［OK］ボタンをクリックします。

6.6.3

くり返し依存対象の対応づけ

くり返しファンクションを使用して変換元ノードから変換先ノードへマッピングした場合，そのくり返し
ファンクションは，自動的に子孫ノードのマッピング元のくり返し対象として対応づけられます。また，く
り返しファンクションやマッピング線を削除して，あるノードのくり返しを取り消したとします。その場
合，その子孫ノードには，くり返しを取り消したノードの祖先ノードに設定されているくり返しファンク
ションが，自動的にマッピング元のくり返し対象として対応づけられます。これをくり返しの依存対象とい
います。
くり返しの依存対象は次の場合に設定されます。
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• あるノードにくり返しファンクションを使用してくり返しを設定したあと，その子孫ノードをマッピン
グした場合
あるノードで使用したくり返しファンクションは，自動的にその子孫ノードのマッピング元のくり返し
依存対象となります。
• あるノードをマッピングしたあと，その祖先ノードにくり返しファンクションを使用してくり返しを設
定した場合
祖先ノードで使用したくり返しファンクションは，その子孫ノードのマッピング元のくり返し依存対象
となります。
• 祖先ノードにくり返しが設定されているノードのくり返しを取り消した場合
祖先ノードに設定されているくり返しファンクションは，くり返しを取り消したノードの子孫ノード
で，マッピング元のくり返し依存対象となります。
それぞれの場合のくり返し依存対象が対応づけられるタイミングについて説明します。

(1)

あるノードにくり返しを設定したあと，その子孫ノードをマッピングした場合
あるノードにくり返しを設定したあと，その子孫ノードをマッピングした場合の，くり返し依存対象が対応
づけられるタイミングを次に示します。
図 6‒26

くり返しファンクションを使用したマッピング

まず，くり返しファンクションを使用して，変換元ノード A から変換先ノード B へマッピングします。
次に，変換元ノード A の子孫ノードであるノード C から，変換先ノード B の子孫ノードであるノード D
へマッピングします。
図 6‒27
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ノード D に接続されたとき，子孫ノードに対してくり返し依存対象が自動的に設定されます。「図 6-27」
の場合，子孫ノード D のマッピング元のくり返し依存対象に「loop1」が設定されます。
子孫の変換元ノードから変換先ノードへのマッピングで複数のファンクションを使用した場合は，変換先
ノードに接続された時点でくり返し依存対象が自動的に設定されます。
図 6‒28

(2)

くり返し依存対象が対応づけられるタイミング（子孫のノードに複数のファンクションがある場
合）

あるノードをマッピングさせたあと，その祖先ノードにくり返しを設定した場合
あるノードをマッピングさせたあと，その祖先ノードにくり返しを設定した場合の，くり返し依存対象が対
応づけられるタイミングを次に示します。
図 6‒29

くり返しファンクションを使用しないマッピング

まず，ある変換元ノード A から変換先ノード B へマッピングします。
次に，変換元ノード A の祖先ノードであるノード C から，変換先ノード B の祖先ノードであるノード D
へマッピングします。
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図 6‒30 くり返し依存対象が対応づけられるタイミング（祖先ノードのマッピングをあとにした場合）

ノード C からノード D にマッピングしたとき，子孫ノードに対してくり返し依存対象が自動的に設定され
ます。「図 6-29」の場合，子孫ノード B に対してくり返し依存対象「loop1」が設定されます。

(3)

祖先ノードにくり返しが設定されているノードのくり返しを取り消した場合
祖先ノードにくり返しが設定されているノードのくり返しを取り消した場合の，くり返し依存対象が対応づ
けられるタイミングを次に示します。
図 6‒31

くり返しファンクションを使用したマッピング，およびくり返しファンクションを使用しない
マッピング

まず，ある変換元ノード A から変換先ノード B へマッピングします。
次に，くり返しファンクションを使用して，変換元ノード A の祖先ノードであるノード C から，変換先
ノード B の祖先ノードであるノード D へマッピングします。
そのあと，くり返しファンクションを使用して，変換元ノード A および変換元ノード C の祖先ノードであ
る変換元ノード E から，変換先ノード B および変換先ノード D の祖先ノードである変換先ノード F へマッ
ピングします。
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くり返し依存対象が対応づけられるタイミング（マッピングを取り消した場合）

ノード C からノード D へのマッピングを取り消したとき，マッピングを取り消したノードの子孫ノードに
対して，くり返し依存対象が自動的に設定されます。取り消した場合，子孫ノード B に対してくり返し依
存対象「loop1」が設定されます。

6.6.4

くり返し依存対象を確認する

自動的に設定されたくり返し依存対象を確認する手順を次に示します。
1. くり返しを設定した変換先ノードの子孫ノードをスキーマツリービューア上で右クリックして，［マッ
ピング元］を選択します。
［マッピング元設定］ダイアログが表示されます。

［パス/ファンクション名］には，くり返しファンクションが対応づけられた変換元ノードからの相対パ
スが表示されます。パス名の表示については，「6.6.6 くり返し依存対象が設定された変換元ノードの
パスの表示」を参照してください。［依存対象］にはくり返し依存対象となるファンクション名が表示
されます。

6.6.5

くり返し依存対象を変更する

複数の変換元ノードから 1 つの変換先ノードにマッピングしている場合，変換元ノードに対して自動的に
設定されたくり返し依存対象を変更することができます。
くり返し依存対象を変更する手順を次に示します。
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1. くり返しを設定した変換先ノードの子孫ノードをスキーマツリービューア上で右クリックして，［マッ
ピング元］を選択します。
［マッピング元設定］ダイアログが表示されます。
2.［マッピング元］の［依存対象］を変更します。
変更した依存対象のパス名が絶対パスになります。パス名の表示については，「6.6.6
象が設定された変換元ノードのパスの表示」を参照してください。

くり返し依存対

3.［OK］ボタンをクリックします。

6.6.6

くり返し依存対象が設定された変換元ノードのパスの表示

［マッピング元設定］ダイアログの［パス/ファンクション名］には，相対パスまたは絶対パスが表示されま
す。どのような場合に相対パスまたは絶対パスが表示されるかについて説明します。

(1)

相対パス
くり返しファンクションが対応づけられた変換元ノードの子孫の変換元ノードに対してくり返し依存対象
が設定された場合，くり返しファンクションが対応づけられた変換元ノードからの相対パスが表示されま
す。
具体的な例を次に示します。
図 6‒33
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自宅ノードにくり返しファンクション「loop1」を対応づけると，自宅ノードの子孫の電話番号ノードにく
り返し依存対象「loop1」が設定されます。
このとき，マッピング後の電話番号ノードから［マッピング元設定］ダイアログを表示させると，［パス/
ファンクション名］には，自宅ノードからの相対パスが表示されます。

(2)

絶対パス
次の場合，絶対パスが表示されます。
• くり返し依存対象のくり返しファンクションが対応づけられた変換元ノードまたはその変換元ノード
の祖先の変換元ノードに，ノード条件が設定されている場合
具体的な例を次に示します。
図 6‒34

絶対パスの例 1

自宅ノードにくり返しファンクション「loop1」を対応づけると，自宅ノードの子孫の電話番号ノード
にくり返し依存対象「loop1」が設定されます。なお，自宅ノードにはノード条件が設定されています。
このとき，マッピング後の電話番号ノードから［マッピング元設定］ダイアログを表示させると，［パ
ス/ファンクション名］には，絶対パスが表示されます。
• くり返し依存対象が設定された変換元ノードが，くり返し依存対象のくり返しファンクションが対応づ
けられた変換元ノードの子孫のノードでない場合
具体的な例を次に示します。
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図 6‒35

絶対パスの例 2（依存対象の変更前）

まず自宅ノードにくり返しファンクション「loop1」を対応づけ，次に勤務地ノードにくり返しファン
クション「loop2」を対応づけます。これによって，自宅ノードの子孫の電話番号ノードおよび勤務地
ノードの子孫の電話番号ノードには，最初に対応づけたくり返しファンクション「loop1」がくり返し
依存対象に設定されます。
このとき，マッピング後の電話番号ノードから［マッピング元設定］ダイアログを表示させると，［パ
ス/ファンクション名］には，次のように表示されます。
• 自宅ノード（「loop1」が対応づけられている）の子孫の電話番号ノード
自宅ノードからの相対パスが表示されます。
• 勤務地ノード（「loop2」が対応づけられている）の子孫の電話番号ノード
絶対パスが表示されます。
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絶対パスの例 2（依存対象の変更後）

自宅ノードの子孫の電話番号ノードの依存対象を，勤務地ノードのくり返しファンクションである
「loop2」に設定します。
このとき，マッピング後の電話番号ノードから［マッピング元設定］ダイアログを表示させると，［パ
ス/ファンクション名］の表示が，次のように変更されます。
• 自宅ノード（「loop1」が対応づけられている）の子孫の電話番号ノード
自宅ノードからの相対パスが絶対パスになります。

6.6.7

連携パスを設定して各要素のくり返し処理を連動させる

くり返しに依存しない要素をくり返しに依存する要素に連動させて変換する場合，くり返しファンクション
に連携パスを設定する必要があります。
ここでは，くり返しファンクションに連携パスを設定する方法，連携パスの表示，連携パスを使用した変換
例を説明します。

(1)

連携パスの設定
くり返しファンクションに連携パスを設定することで，変換元の各要素のくり返し処理を連動できます。
なお，くり返し連携の対象となるのは，次の条件に当てはまる場合です。
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• マッピング線の変換先ノードが，該当するくり返しファンクションに依存している。
• マッピング線の変換元ノードのパスに，くり返しファンクションに指定した連携パスが含まれている。
!

注意事項
次の場合に当てはまるパスは，連携パスに追加できません。指定するとエラーメッセージが表示されます。
• 同じくり返しファンクションの基準パスの祖先ノードまたは子孫ノードであるパスを指定した場合
• 同じくり返しファンクションの連携パスの祖先ノードまたは子孫ノードを複数指定した場合

連携パスは，次の手順で設定します。
1. 次のどちらかの方法で［くり返し］ダイアログを表示させます。
• くり返しファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• くり返しファンクションをダブルクリックします。
［くり返し］ダイアログの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.6.5 くり返し設定ダイアログ」を参照してください。
2.［連携パス］の［ノード追加］ボタンをクリックします。
［ノード選択ダイアログ］が表示されます。
3. 連携する要素を選択し，［OK］ボタンをクリックします。
選択した要素のパスが［連携パス］に表示されます。複数の連携パスを指定する場合は，手順 2.〜3.を
繰り返してください。
4.［くり返し］ダイアログの［OK］ボタンをクリックします。
連携パスが設定されます。

(2)

連携パスの表示
設定した連携パスは，マッピングビューアおよびプロパティービューに表示されます。
マッピングビューアでは，連携パスからくり返しファンクションに対して，マッピング線

（くり返

し連携線）が表示されます。マッピング線の色は，くり返し対応線と同じです。マッピング線の色を変更す
る方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.12.5 マッピング線の
色を変更する」を参照してください。
また，くり返し連携線をマッピングビューア上で削除し，マッピング（連携）を取り消すことができます。
マッピングを取り消す方法については，「6.4.5 マッピングを取り消す」を参照してください。
くり返し連携線の表示例を次の図に示します。
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くり返し連携線の表示例

連携パスを使用した変換例
連携パスを使用したくり返しファンクションの変換例を次に示します。
• くり返しファンクションと連携している値をマッピングする場合
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図 6‒38

連携パスを使用した変換例 1

• くり返しファンクションと連携していない値をマッピングする場合
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連携パスを使用した変換例 2

• 複数のくり返しファンクションと連携している値を参照する場合
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図 6‒40
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ノード条件を設定する

マッピング元の変換元ノードに対して条件を設定して，その条件を満たす場合だけマッピングします。変換
元ノードに条件を設定することをノード条件の設定といいます。ノード条件の設定は，マッピング先によっ
て設定を開始する方法が次のように異なります。
• マッピング先が変換先ノードの場合
［マッピング元設定］ダイアログからノード条件の設定を開始します。
［マッピング元設定］ダイアログ
は，変換先ノードを右クリックして，［マッピング元］を選択すると表示されます。
• マッピング先がファンクションの場合
各ファンクションを設定するダイアログからノード条件の設定を開始します。各ファンクションを設
定するダイアログは，次のどちらかの方法で表示されます。
• 各ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• 各ファンクションをダブルクリックします。
ノード条件を設定する手順を次に示します。
1.［マッピング元設定］ダイアログまたは各ファンクションを設定するダイアログで，ノード条件を設定
する変換元ノードを選択します。

2.［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
［ノード条件設定］ダイアログには，
［マッピング元設定］ダイアログで選択した変換元ノードとその祖
先のノードが表示されます。ノード条件は，［ノード条件設定］ダイアログで表示されたすべてのノー
ドに設定できます。
3. ノード条件を設定するノードを選択して，［条件設定］ボタンをクリックします。
［条件設定］ダイアログが表示されます。
4. 条件を設定します。
［条件］で設定する条件を次のラジオボタンから選択し，条件の詳細を設定します。
• ［boolean 値を返すノードまたはファンクション］ラジオボタン
• ［条件式］ラジオボタン
• ［二つの条件の論理積・論理和］ラジオボタン
設定した条件は，［生成する条件］に表示されます。
なお，［条件］で変換元ノードまたはファンクションを指定する場合，次の変換元ノードまたはファン
クションを指定してください。
• 変換元ノード
マッピング対象※であり，かつ単純内容または属性のノード
• ファンクション
出力側にマッピング線が設定されていない制御系以外のファンクション
注※
マッピング対象については，「6.10.1

マッピング対象とマッピング対象外」を参照してください。

5.［生成する条件］に表示された条件と反対の内容をノード条件としたい場合，
［条件の否定をとる］チェッ
クボックスにチェックします。
6.［OK］ボタンをクリックします。
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［ノード条件設定］ダイアログの［条件］に，［条件設定］ダイアログで設定した条件が表示されます。
7. ほかのノードのノード条件を設定する場合，手順 3.〜手順 6.を繰り返します。
8.［ノード条件設定］ダイアログで，［OK］ボタンをクリックします。
ノード条件が設定されます。
［条件設定］ダイアログで設定した条件中に，マッピング元以外の変換元ノードまたはファンクション
を指定した場合，その条件中の変換元ノードまたはファンクションとマッピング先の間にマッピング線
（条件線）が設定されます。

ポイント
条件を設定した変換先ノードを選択すると，プロパティ領域の「マッピング元」に，設定したノード条件が表示
されます。ノード条件は，条件を設定したノード名の後ろに角括弧（[ ]）で囲まれて表示されます。なお，条
件として指定したノード（［条件設定］ダイアログの［条件］で指定）が，条件を設定したノード（［ノード条件
設定］ダイアログで指定）の子孫ノードの場合，条件を設定したノードからの相対パスが表示されます。それ以
外は絶対パスが表示されます。
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マッピング定義をコピーする

データ変換定義画面でマッピングした内容は，マッピング定義として保存できます。保存したマッピング定
義は，別のデータ変換定義を作成する際にコピーして利用できます。
マッピング定義のコピーを次の図に示します。
図 6‒41

マッピング定義のコピー

マッピング定義は，マッピング情報ごとにコピーされます。マッピング情報とは，1 つの変換先ノードと，
そのノードからマッピング線をたどって取得できる変換元ノード，ファンクション，およびマッピング線の
ことです。
コピー元のマッピング定義ファイルを作成するときに使用したスキーマの種別（XSD ファイルまたは FDX
ファイル）と，コピー先のスキーマの種別が異なる場合でも，マッピング定義をコピーできます。
マッピング定義をコピーする方法には，構造一致複製マッピングと要素名一致複製マッピングの 2 種類が
あります。構造一致複製マッピングは，コピー元とコピー先の要素名およびスキーマの構造が一致している
場合に使用できる方法です。このため，マッピング定義のコピー先となるノードに，すでにマッピング線が
接続されている場合，マッピング定義はコピーできません。要素名一致複製マッピングは，コピー元とコ
ピー先の要素名が類似している場合に使用できる方法です。このため，構造一致複製マッピングとは異な
り，スキーマの構造が異なっていてもコピーできます。それぞれのコピー方法については，
「6.8.4 マッピ
ング定義のコピー」で説明します。
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6.8.1

マッピング定義をコピーする流れ

マッピング定義をコピーする流れを次に示します。
1. データ変換定義画面でマッピングした内容をマッピング定義として保存します。
マッピング定義を保存する方法については，「6.8.2

マッピング定義の保存」を参照してください。

2. 保存したマッピング定義をコピー元として登録します。
マッピング定義を登録する方法については，「6.8.3

マッピング定義の登録」を参照してください。

3. 変換元スキーマおよび変換先スキーマを指定して，コピー先となるデータ変換定義画面を表示します。
データ変換定義画面を表示する方法については，
「6.3.1 データ変換の定義手順」を参照してください。
なお，データ変換定義画面を表示したら，マッピングはしないでください。
4. マッピング定義をコピーします。
コピー元のマッピング定義のスキーマ情報とコピー先のスキーマ情報を比較し，類似した要素があった
場合，マッピング定義が自動でコピーされます。マッピング定義がコピーされる条件については，
「6.8.5 類似度の判定方法」を参照してください。
マッピング定義をコピーする方法については，
「6.8.4

6.8.2

マッピング定義のコピー」を参照してください。

マッピング定義の保存

マッピング定義ファイルを保存する方法を次に示します。
1. データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューア，マッピングビューア，または変換先スキーマツ
リービューアの適当な場所で右クリックして，［マッピング定義保存］を選択します。
［マッピング定義保存］ダイアログが表示されます。
なお，
［マッピング定義保存］ダイアログに最初に表示されるディレクトリは，
［設定］ダイアログで任
意の場所に設定できます。詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.16
設定ダイアログ（データ変換の設定）」を参照してください。
2. マッピング定義を保存するファイル（拡張子：.mdo）を指定します。
3.［OK］ボタンをクリックします。
マッピング定義が保存されます。

6.8.3

マッピング定義の登録

マッピング定義を登録する方法を次に示します。登録できるマッピング定義は，1 つの Eclipse に対して 1
つだけです。登録したマッピング定義は，すべてのデータ変換定義画面で共有できます。なお，Eclipse を
終了すると，登録したマッピング定義は破棄されます。
1. データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューア，マッピングビューア，または変換先スキーマツ
リービューアの適当な場所で右クリックして，［マッピング定義登録］を選択します。
［マッピング定義登録］ダイアログが表示されます。
2.［選択］ボタンをクリックし，コピー元として登録するマッピング定義ファイル（拡張子：.mdo）を指
定します。
なお，
［選択］ボタンをクリックしたときに表示されるディレクトリは，
［設定］ダイアログで任意の場
所に設定できます。詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.6.16 設定
ダイアログ（データ変換の設定）」を参照してください。
3.［OK］ボタンをクリックします。
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マッピング定義が登録されます。

6.8.4

マッピング定義のコピー

マッピング定義をコピーする方法を次に示します。
参考
マッピング定義をコピーした場合，コピー先のファンクションには，コピー元のファンクションと同じ名称が設
定されます。同名のファンクションがコピー先のマッピング定義エディタにすでに存在する場合は，ファンク
ション名の末尾に連番を追加した名称が設定されます。

(1)

構造一致複製マッピング
構造一致複製マッピングは，コピー先とコピー元の要素名だけでなく，スキーマの構造が一致している場合
に使用できるコピー方法です。構造一致複製マッピングでマッピング定義をコピーする方法を次に示しま
す。
1. データ変換定義画面の変換先スキーマツリービューアで，複合内容要素を右クリックして，［複製マッ
ピング］−［構造一致］を選択します。
［複製マッピング元設定］ダイアログが表示されます。
2.［ノード追加］ボタンをクリックします。
［ノード選択ダイアログ］が表示されます。
3. コピーする要素を選択し，［OK］ボタンをクリックします。
選択した要素のパスが［パス］に追加されます。なお，変換元に複数のスキーマが存在する場合は，コ
ピーする要素を複数選択してください。
4.［OK］ボタンをクリックします。
マッピング定義がコピーされます。

(2)

要素名一致複製マッピング
要素名一致複製マッピングは，コピー先とコピー元の要素名が一致している場合に使用できるコピー方法で
す。要素名一致複製マッピングでマッピング定義をコピーする方法を次に示します。
1. データ変換定義画面の変換先スキーマツリービューアで，複合内容要素を右クリックして，［複製マッ
ピング］−［要素名一致］を選択します。
［複製マッピング範囲設定］ダイアログが表示されます。
2. コピー元およびコピー先情報を設定します。
コピー元の情報は［複製マッピング元］に，コピー先の情報は［複製マッピング先］に設定します。
各項目に設定するノードは，項目の横にある［ノード選択］ボタンをクリックして，選択してくださ
い。選択したノードが各項目に表示されます。
3.［OK］ボタンをクリックします。
マッピング定義がコピーされます。
!

注意事項
次の場合は，エラーメッセージが表示され，マッピング定義はコピーされません。
• コピー元のマッピング定義ファイル（拡張子：.mdo）が登録されていない場合
• コピー元のマッピング定義ファイル（拡張子：.mdo）の読み込みに失敗した場合
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• 登録してあるコピー元のマッピング定義ファイル（拡張子：.mdo）の内容が空の場合

6.8.5

類似度の判定方法

マッピング定義をコピーすると，コピー元となるマッピング定義のスキーマの要素と，コピー先のスキーマ
の要素が比較され，類似した要素があった場合にコピーされます。類似した要素が複数あるときは，優先度
の高い順にコピーされます。マッピングがコピーされる優先度を次に説明します。
!

注意事項
次の条件に当てはまるファンクションについては，優先度に関係なく，コピーされません。
• ソート条件が設定されているくり返しファンクションのうち，ソート条件に対応する変換元ノードがないも
の
• 連携パスが設定されているくり返しファンクションのうち，連携パスに対応する変換元ノードがないもの
• 条件が設定されている選択ファンクションのうち，条件に対応する変換元ノードがないもの

(1)

構造一致複製マッピング
構造一致複製マッピングでマッピング定義をコピーした場合に，マッピングがコピーされる優先度を次の表
に示します。
表 6‒5

マッピング定義がコピーされる優先度（構造一致複製マッピング）

優先度

スキーマ論理名

親パス

要素名

1

○

○

○

2

×

○

○

（凡例）
○：一致します。
×：一致しません。

(2)

要素名一致複製マッピング
要素名一致複製マッピングでマッピング定義をコピーした場合に，マッピングがコピーされる優先度を次の
表に示します。
表 6‒6

マッピング定義がコピーされる優先度（要素名一致複製マッピング）

優先度

パス

名前空間

要素名

名前空間

要素名

1

×

×

○

○

2

×

×

×

○

3

○

○

×

△

4

×

○

×

△

5

×

△

×

△

（凡例）
○：一致します。

346

要素

6

データ変換の定義

△：一部一致します。
×：一致しません。

なお，要素名一致複製マッピングでは，コピーした要素の依存関係に矛盾が生じないようにする必要があり
ます。依存関係が設定されている変換先ノードをコピーする場合は，次の条件に合わせてコピーします。
• 依存対象となる変換先ノードがコピーされている場合は，依存対象の変換先ノードの子孫に含まれるよ
うにコピーします。
• 依存対象となる変換先ノードをコピーできなかった場合は，依存対象となる変換先ノードと類似度が高
い変換先ノードを検索して，そのノードの子孫に含まれるようにコピーします。類似度の高い変換先
ノードが見つからなかった場合は，依存関係なしとしてコピーします。
また，次に示す値にノード条件が設定されている場合は，条件が設定されている祖先ノードが，変換先ノー
ドおよびファンクションの接続元となる変換元ノードの祖先ノードになるようにコピーします。
• 変換先ノードの入力値
• ファンクションの入力値
• くり返しファンクションの連携パス

6.8.6

マッピング定義をコピーする場合の注意事項

コピー元のスキーマの内容およびコピー先のスキーマの内容によって，意図したコピーが実行されない場合
があります。マッピング定義をコピーする場合の注意事項について説明します。

(1)

コピーする候補が複数ある場合
次に示す 1.〜4.の条件がすべて該当する場合，コピーする候補が複数あるとみなされます。
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図 6‒42 コピーする候補が複数ある場合のコピー元およびコピー先の例

条件
1. コピー元のマッピング定義の変換元スキーマに，複数のスキーマが登録されている
2. コピー元のマッピング定義の変換元スキーマに，パスが同じノードが存在する
3. コピー元のマッピング定義に，2.のノードを含むマッピング情報がある
4. コピー先の変換元スキーマの一つに，2.と同じパスのノードが存在する
「図 6-42」の場合のコピー結果を次の図に示します。
図 6‒43

(2)

コピーする候補が複数ある場合のコピー結果

コピー元のマッピング定義が未完成の場合
変換元ノードと変換先ノード同士を接続していない，未完成のマッピング定義をコピー元のマッピング定義
とした場合，変換先ノードに対するマッピングだけがコピーされ，変換元ノードに対するマッピングはコ
ピーされません。
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コピー元のマッピング定義が未完成の場合に，マッピング定義をコピーしたときの例を次の図に示します。
図 6‒44

(3)

コピー元マッピング定義が未完成の場合のマッピング定義のコピー

1 つの要素に複数のくり返しファンクションが接続されている場合
1 つの単純内容要素または複合内容要素に，複数のくり返しファンクションが接続されたマッピング定義を
コピー元とした場合，マッピング定義をコピーすると，最初にくり返しファンクションがコピーされます。
このとき，［マッピング元設定］ダイアログを表示すると，コピー先とコピー元で［パス/ファンクション
名］の表示順が異なることがあります。ただし，マッピング定義のコピー結果に影響はありません。
1 つの要素に複数のくり返しファンクションが接続されている場合に，マッピング定義をコピーしたときの
例を次の図に示します。
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図 6‒45 1 つの要素に複数のくり返しファンクションが接続されている場合のマッピング定義のコピー

(4)

マッピング対象が制限されている場合
コピー元のマッピング定義ファイルでマッピングされている要素が，コピー先のマッピング定義ファイルで
マッピングできない場合，その要素のマッピングはコピーされません。
マッピング対象の制限については，「6.4.8

350

マッピング対象の範囲を限定する」を参照してください。

6
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マッピング対象が制限されている場合のマッピングのコピー
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6.9

カスタムファンクションで使用する Java プログラ
ムの作成

カスタムファンクションを使用すると，任意の Java プログラムをファンクションとして使用できます。
Service Architect が提供するほかのファンクションでできる加工以外の加工をしたい場合にカスタムファ
ンクションを使用します。
カスタムファンクションには次の種類があります。
• 文字列型カスタムファンクション
引数および戻り値が文字列型のカスタムファンクションです。
引数の型

java.lang.String

戻り値の型

java.lang.String

• ノード一覧型カスタムファンクション
引数および戻り値がノード一覧型のカスタムファンクションです。引数には，単純内容要素，複合内容
要素，any 要素，または anyAttribute 属性などノード自身を渡すことができます。また，戻り値とし
て，ノードを直接返すことができます。
引数の型

java.lang.Object

戻り値の型

org.w3c.dom.NodeList

実際に引数に渡されるデータ型は，次のように引数の内容によって異なります。
表 6‒7

引数の定義内容
引数の内容

引数の実際の型

単純内容要素・複合内容要素

org.w3c.dom.NodeList

属性

org.w3c.dom.NodeList

any 要素

org.w3c.dom.NodeList

anyAttribute 属性

org.w3c.dom.NodeList

文字列型カスタムファンクション

java.lang.String

ノード一覧型カスタムファンクション

org.w3c.dom.NodeList

そのほかのファンクション（くり返しファンクション，選
択ファンクションは除く）

java.lang.String

ここでは，カスタムファンクションから呼び出す Java プログラムの作成方法について説明します。なお，
カスタムファンクションでは，呼び出す Java プログラムのことを変換ファンクションと呼びます。Java プ
ログラムを呼び出す方法については，「6.5.23 ユーザが作成した任意の Java プログラムを呼び出す」を
参照してください。
変換ファンクションは，次の手順で作成します。
1. 変換ファンクション定義ファイルの作成
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変換ファンクションの構成を定義した変換ファンクション定義ファイルを作成します。変換ファンク
ション定義ファイルの作成方法については，「6.9.1 変換ファンクション定義ファイルの作成」を参照
してください。
2. Java 雛形ファイルの生成
作成した変換ファンクション定義ファイルを基に，Java プログラムのコーディング時に使用する Java
雛形ファイルを生成します。Java 雛形ファイルの生成方法については，「6.9.2 Java 雛形ファイルの
生成」を参照してください。
3. Java プログラムのコーディング，ビルド，およびデバッグ
Java 開発ツールを使用して，Java プログラムのコーディング，ビルド，およびデバッグを実施します。
Java プログラムのコーディング，ビルド，およびデバッグ方法については，「6.9.4 Java プログラム
のコーディング，ビルド，およびデバッグ」を参照してください。
4. Java プログラムのパッケージング
ビルドツールを使用して，作成した Java プログラムを jar ファイルにパッケージングします。Java プ
ログラムのパッケージング方法については，
「6.9.5 Java プログラムのパッケージング」を参照してく
ださい。
!

注意事項
• 呼び出す Java プログラムの引数の数に応じてメモリ所要量（スタックメモリ）が増加します。そのため，引
数が多いとスタックオーバーフローのエラーが発生するおそれがあります。引数は，多くても 10 個程度を目
安としてください。
• Java プログラムの呼び出し時に確保したリソースは，処理が終了しても保持し続けるため，システム全体に
高い負荷がかかった場合に，Java ヒープ不足や Metaspace 領域不足などが原因で OutOfMemoryError が
発生することがあります。そのため，OutOfMemoryError が発生したときに適切にリソースを解放する処理
や，ロールバックなどのエラー処理を実装しておく必要があります。

6.9.1

変換ファンクション定義ファイルの作成

変換ファンクション定義ファイルとは，カスタムファンクションから呼び出す変換ファンクションの構成を
定義したファイルです。変換ファンクション定義ファイルは次のことに使用します。
• Java 雛形ファイルの生成
• カスタムファンクションの定義
変換ファンクション定義ファイルの記述例を次に示します。斜体部分がユーザの指定するデータです。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<func:customFunc xmlns:func="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/cscdt/functions">
<func:jar name="sample.jar ">
<func:package name="jp.co.Hitachi.soft.sample ">
<func:class name="SampleClass ">
<func:method name="sampleFunction ">
<func:comment>sampleFunction の説明 </func:comment>
<func:arguments>
<func:argument name="arg1 ">
<func:comment>arg1の説明 </func:comment>
</func:argument>
<func:argument name="arg2 ">
<func:comment>arg2の説明 </func:comment>
</func:argument>
<func:argument name="arg3 ">
<func:comment>arg3の説明 </func:comment>
</func:argument>
</func:arguments>
</func:method>
<func:method name="sampleStringFunction ">
<func:comment>sampleStringFunctionの説明 </func:comment>
<func:arguments>
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<func:argument name="arg1 " type="String ">
<func:comment>arg1の説明 </func:comment>
</func:argument>
</func:arguments>
<func:return type="String "/>
</func:method>
<func:method name="sampleNodeListFunction ">
<func:comment>sampleNodeListFunctionの説明 </func:comment>
<func:arguments>
<func:argument name="arg1 " type="Object ">
<func:comment>arg1の説明 </func:comment>
</func:argument>
</func:arguments>
<func:return type="NodeList "/>
</func:method>
</func:class>
</func:package>
</func:jar>
</func:customFunc>

変換ファンクション定義ファイルは，ユーザが XML エディタを使って作成します。ここでは，Eclipse の
XML エディタを使って変換ファンクション定義ファイルを作成する方法を説明します。
1. Eclipse のメニューから，［ファイル］−［新規］−［その他］を選択します。
［新規］ダイアログが表示されます。
2.［XML］−［XML File］を選択し，［次へ］ボタンをクリックします。
［XML ファイル］ページが表示されます。
3. 変換ファンクション定義ファイルを保存するディレクトリ，および変換ファンクション定義ファイル名
を指定して，［次へ］ボタンをクリックします。
［次から XML ファイルを作成］ページが表示されます。
4.［XML スキーマ・ファイルから XML ファイルを作成］ラジオボタンを選択し，
［次へ］ボタンをクリッ
クします。
［XML スキーマ・ファイルの選択］ページが表示されます。
5.［ファイルのインポート］ボタンをクリックします。
［インポート］ダイアログが表示されます。
6.［次のディレクトリーから］に次のディレクトリを指定します。
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSCTE\resources\customfunc
7.［customfunc］チェックボックスおよび［customfunction_XMLSchema.xsd］チェックボックスに
チェックします。
8.［インポート先フォルダ］にスキーマファイルをインポートするフォルダを指定します。
9.［終了］ボタンをクリックします。
再度［XML スキーマ・ファイルの選択］ページが表示されます。
10.［次へ］ボタンをクリックします。
［ルート要素の選択］ページが表示されます。
11.［ルート要素］に［customFunc］を指定し，［終了］ボタンをクリックします。
変換ファンクション定義ファイルの雛形が生成されます。
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12. 変換ファンクション定義ファイルの雛形に必要な要素を追加し，変換ファンクション定義ファイルを作
成します。
変換ファンクション定義ファイルで使用するタグを次に示します。
表 6‒8
項番
1
2

変換ファンクション定義ファイルで使用するタグ一覧
要素・属性名

customFunc
jar

内容

種別

個数
最小

文字数
最大

最小

最大

変換ファンクション定義

要素

1

1

−

−

jar ファイル情報

要素

1

255

−

−

3

name

jar ファイル名

属性

1

1

4

package

パッケージ情報

要素

1

255

5

name

パッケージ名

属性

1

1

6

class

クラス情報

要素

1

255

1
−

100
−

1
−

255
−

7

name

クラス名

属性

1

1

8

method

メソッド情報

要素

1

255

9

name

メソッド名

属性

1

1

1

100

10

comment

メソッドコメント

要素

0

1

0

1,024

11

arguments

引数情報

要素

0

1

−

−

引数

要素

1

255

−

−

12

argument

13

name

引数名

属性

1

1

14

type

引数の型（String または
Object）

属性

0

1

15

comment

引数コメント

要素

0

1

戻り値

要素

0

1

16

return

1
−

−

1
−

100
−

0
−

100

1,024
−
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項番

要素・属性名

内容

17

type

戻り値の型（String または
NodeList）

種別

個数
最小

属性

1

文字数
最大
1

最小

最大

−

−

（凡例）
−：文字数に制限はありません。

また，変換ファンクション定義ファイルを作成する際は，次のことに注意してください。
• クラス名とメソッド名を同じ名称にしないでください。
• クラス名に String を指定しないでください。
• コメントは指定された文字列をそのまま 1 行に埋め込むため，内容によっては，Java の構文エラー
になるなど，意図しない結果になることがあります。意図しない結果になった場合は，生成された
Java ファイルを直接修正してください。

6.9.2

Java 雛形ファイルの生成

Java 雛形ファイルとは，変換ファンクションを開発するために，パッケージ，クラス，およびメソッド（引

数を含む）の構成を記述した Java プログラムの雛形のことです。Java 雛形ファイルは，変換ファンクショ
ン定義ファイルを基に，Service Architect によって自動で生成されます。
Java 雛形ファイルの例について説明します。斜体部分が変換ファンクション定義ファイルから入力された
データです。
Method 定義内に NodeList 型がない例を次に示します。

/**
* Java Template
*/
package jp.co.Hitachi.soft.sample ;
public class SampleClass {
/**
* カスタムファンクションに関する説明・・・
*
* @param arg1
* 選択している引数に関する説明・・・
* @param arg2
* 選択している引数に関する説明・・・
* @param arg3
* 選択している引数に関する説明・・・
*
* @return
*/
public static String SampleFunction (String arg1 , String arg2 , String arg3 ) {

}

}

// TODO Add Java Code Here
return "";

Method 定義内に NodeList 型がある例を次に示します。
/**
* Java Template
*/
package jp.co.Hitachi.soft.cscdt.sample;
import org.w3c.dom.NodeList;
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public class SampleFunctionClass {
/**
* カスタムファンクションに関する説明・・・
*
* @param arg1
* 選択している引数に関する説明・・・
*
* @return
*/
public static String SampleStringFunction(String arg1) {

}

// TODO Add Java Code Here
return "";

/**
* カスタムファンクションに関する説明・・・
*
* @param arg1
* 選択している引数に関する説明・・・
*
* @return
*/
public static NodeList SampleNodeListFunction(Object arg1) {

}

}

// TODO Add Java Code Here
return null;

「import org.w3c.dom.NodeList;」は，Class 定義内に NodeList 型の戻り値を持つ Method 定義が 1 つ
以上存在する場合に追加します。ただし，Method 定義内の戻り値の型がすべて String 型の場合は追加し
ません。
「// TODO Add Java Code Here」に処理を実装して，Java プログラムを作成します。
Java 雛形ファイルを生成する手順を次に示します。
1. Eclipse のメニューから［ファイル］−［新規］−［Java プロジェクト］を選択します。
［新規 Java プロジェクト］ダイアログが表示されます。
2. プロジェクト名を指定し，［終了］ボタンをクリックします。
Eclipse のワークスペースに Java プロジェクトが作成されます。
3.「6.9.1 変換ファンクション定義ファイルの作成」で作成した変換ファンクション定義ファイルを次の
場所に移動します。
＜作成したJavaプロジェクトのディレクトリ＞\src
4. Eclipse のメニューから［ファイル］−［更新］を選択します。
Eclipse の画面が更新されます。
5.［パッケージ・エクスプローラー］ビューで，変換ファンクション定義ファイルを右クリックし，
［HCSCDefiner］−［Java 雛形ファイルの生成］を選択します。
Java 雛形ファイル出力ウィザードが表示されます。
6. Java 雛形ファイルの出力場所，および出力ファイルの文字コードセットを指定して，
［次へ］を指定し
ます。
出力文字コードは［MS932］，
［UTF-8］，
［UTF-16］から選択できます。なお，
［UTF-16］には BOM
制御コード（0xFEFF）が付きます。
7. Java 雛形ファイルに出力するクラスのチェックボックスにチェックし，［終了］をクリックします。
Java 雛形ファイル出力ウィザードが閉じ，指定した場所に Java 雛形ファイルが生成されます。
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6.9.3

変換ファンクションからの外部 jar の参照

カスタムファンクションでは，変換ファンクション jar ファイルとは別に，複数のユーザ定義 jar ファイル
（外部 jar）を扱うことができます。
変換ファンクション jar ファイルから外部 jar を参照したい場合，usrconf.cfg（java アプリケーション用
オプション定義ファイル）に外部 jar を追加します。設定内容を説明します。
usrconf.cfg の格納先
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CC\server\usrconf\ejb\サーバ名
\usrconf.cfg
usrconf.cfg の記述形式
add.class.path=<外部jar名称>※
注※

外部 jar の名称はフルパスで設定する。

指定例
add.class.path=C:\usrFunc\usrFunc.jar
上記の指定例は外部 jar の格納先を「C:\usrFunc\usrFunc.jar」に指定しています。変換ファンクショ
ン jar ファイル実行時に参照されます。

usrconf.cfg の詳細は，マニュアル「アプリケーションサーバ リファレンス 定義編(サーバ定義)」の「14.2
usrconf.cfg（Java アプリケーション用オプション定義ファイル）」を参照してください。

6.9.4

Java プログラムのコーディング，ビルド，およびデバッグ

作成された Java 雛形ファイルを基に，Java プログラムをコーディング，ビルド，およびデバッグします。
Java プログラムのコーディング，ビルド，およびデバッグには，Eclipse などの Java 開発ツールを使用し
ます。
Java プログラムのインターフェース仕様を次に示します。
表 6‒9

Java プログラムのインターフェース仕様

項番
1

インターフェース
メソッド

内容
アクセス修飾子は「public」で，静的メソッド（static 宣言）とします。
オーバーロードはできません。

2

引数

0 個以上の引数を持つことができます。
String 型または Object 型の入力パラメタとなります。

3

関数値

String 型または NodeList 型の関数値を設定してください。null を返すこと
はできません。

4

例外

例外をスローした場合は，データ変換処理が失敗します。

Java プログラムを作成する際には，次のことに注意してください。
• 外部参照したい jar ファイルがある場合は，usrconf.cfg（J2EE サーバ用オプション定義ファイル）に
クラスパスを追加してください。
• カスタムファンクションはマルチスレッドで動作します。そのため，Java プログラムはスレッドセーフ
となるように実装してください。
• 外部リソースにアクセスする Java プログラムを実装しないでください。
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Java プログラムのパッケージング

コーディング，ビルド，およびデバッグした Java プログラムを jar ファイルにパッケージングします。Java
プログラムのパッケージングには，Ant などのビルドツールを使用します。
パッケージングした jar ファイルは次の場所に格納します。HCSC サーバをクラスタ構成で運用している
場合は，それぞれの環境に格納してください。
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSC\userlib\customfunc
上記のディレクトリに格納された jar ファイルは，同一マシン上のすべての HCSC サーバで共有されます。
usrconf.properties（J2EE サーバ用ユーザプロパティファイル）にファイルパスを指定した場合，HCSC
サーバ単位に jar ファイルの格納先を変更できます。この場合，usrconf.properties に指定されたファイル
パスが上記ディレクトリより優先されます。
なお，HCSC サーバに jar ファイルを格納する場合は，J2EE サーバを再起動してください。
HCSC サーバに jar ファイルを格納する方法の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム
システム構築・運用ガイド」の「2.3.9 カスタムファンクションで使用する jar ファイルを格納する」を
参照してください。
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6.10

マッピングの条件

マッピング元（変換元ノードまたはファンクション），マッピング先（変換先ノードまたはファンクション），
およびマッピング線の種類や組み合わせによってはマッピングできない場合があります。ここでは，マッピ
ングできる条件について説明します。

6.10.1

マッピング対象とマッピング対象外

マッピングでは，マッピング対象の要素（ノード）とマッピング対象外の要素（ノード）があります。変換
元ノードおよび変換先ノードに，マッピング対象外の要素は指定できません。マッピング対象外の要素を次
の表に示します。
表 6‒10

マッピング対象外の要素
項目

内容

出現回数が 1 回に固定されていない，
かつ名前が指定されていない要素（コ
ンポジタ）

名前が指定されていない complexType 要素の次の子要素（コンポジタ）のうち，
出現回数が 1 回に固定されていない要素の子孫要素は，マッピング対象外としま
す。
• sequence※1
• choice
• all
これらの要素（コンポジタ）は，#anonymous※2 と表示されます。

再帰構造

再帰構造が定義されていた場合，再帰の開始要素だけを表示し，開始要素はマッピ
ング対象外とします。

混在内容

混在内容である mixed 属性に true が指定されていた場合，要素間テキストはマッ
ピング対象外とします。なお，要素間テキストは表示されません。

代替グループ

abstract 属性に true を指定した要素はマッピング対象外とします。また，
SubstitutionGroup 属性の指定は無視されるため，SubstitutionGroup 属性を指定
した要素はスキーマツリービューアに表示されません。

2 段階以上ネストした union 要素また
は list 要素

2 段階以上ネストした union 要素または list 要素（union 要素または list 要素の属
性がさらに定義されている）はマッピング対象外とします。

fixed が指定されている単純内容およ
び属性の変換先ノード

fixed が指定されている単純内容および属性の変換先ノードはマッピング対象外と
します。

注※1
要素（コンポジタ）下に単純内容要素が 1 つしか存在しない場合は除きます。
注※2
#anonymous については，「6.2(3)

6.10.2

電文フォーマット定義ファイル作成時の注意事項」を参照してください。

マッピングできるノードおよびファンクションの対応

マッピング時は，マッピングできる変換元ノード，変換先ノード，およびファンクションの対応を考える必
要があります。マッピングできる変換元ノード，変換先ノード，およびファンクションの対応について説明
します。
変換元ノードから変換先ノードへのマッピングの対応を次に示します。
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変換元ノードから変換先ノードへのマッピング

マッピング元
変換元ノード

マッピング先
変換先ノード
単純内容※1※2

複合内容※1

属性※1※3

単純内容※1※2

○

×

○

複合内容※1

×

×

×

属性※1※3

○

×

○

（凡例）
○：マッピングできます。
×：マッピングできません。
注※1
単純内容，複合内容，および属性については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.5
データ変換定義画面」を参照してください。
注※2
any 要素は any 要素とだけマッピングできます。
注※3
anyAttribute 属性は anyAttribute 属性とだけマッピングできます。

変換元ノードからファンクションへのマッピングの対応を次に示します。
表 6‒12

変換元ノードからファンクションへのマッピング

マッピング元

マッピング先
ファンクション
文字列系

変換元ノード

文
字
列
連
結

部
分
文
字
列
取
得

文
字
数
取
得

文
字
列
調
査

数値系

空
白
除
去

数
値
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
変
換

数
値
演
算

ビット系

端
否 論
数 総 定 理
処 和 演 演
理
算 算

シ
フ
ト
演
算

ノード系

ノ
ー
ド
数
取
得

ノ
ー
ド
名
取
得

ノ
ー
ド
調
査

制御
系

その他

基
く
カ 値 数
り 選 定 ス 置 変
返 択 数 タ 換 換
し
ム え ※
1

単純内容※2※3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

複合内容※2

× × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ × × ○ × ×

属性※2※4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○

（凡例）
○：マッピングできます。
×：マッピングできません。
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注※1
入力基数は 16 進数，10 進数，または 2 進数です。
注※2
単純内容，複合内容，および属性については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.5
データ変換定義画面」を参照してください。
注※3
any 要素は any 要素またはノード一覧型カスタムファンクションとマッピングできます。any 要素と any 要素の間
にノード一覧型カスタムファンクションを入れたマッピングができます。any 要素とノード一覧型カスタムファン
クションの間にファンクションを入れたマッピングはできません。
注※4
anyAttribute 属性は anyAttribute 属性またはノード一覧型カスタムファンクションとマッピングできます。
anyAttribute 属性と anyAttribute 属性の間にファンクションを入れたマッピングはできません。anyAttribute 属
性とノード一覧型カスタムファンクションの間にファンクションを入れたマッピングはできません。

ファンクションから変換先ノードへのマッピングの対応を次に示します。
表 6‒13

ファンクションから変換先ノードへのマッピング
マッピング元
ファンクション

文字列系

数値系

ビット系

ノード系

制御系

その他
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マッピング先
変換先ノード
単純内容※1※2

複合内容※1

属性※1※3

文字列連結

○

×

○

部分文字列取得

○

×

○

文字数取得

○

×

○

文字列調査

○

×

○

空白除去

○

×

○

数値フォーマット変換

○

×

○

数値演算

○

×

○

端数処理

○

×

○

総和

○

×

○

否定演算

○

×

○

論理演算

○

×

○

シフト演算

○

×

○

ノード数取得

○

×

○

ノード名取得

○

×

○

ノード調査

○

×

○

くり返し

○

○

×

選択

○

○

○

定数

○

○

○

6
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マッピング先
変換先ノード

ファンクション
その他

データ変換の定義

単純内容※1※2

複合内容※1

属性※1※3

カスタム

○

○

○

値置換え

○

×

○

基数変換※4

○

×

○

（凡例）
○：マッピングできます。
×：マッピングできません。
注※1
単純内容，複合内容，および属性については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.5
データ変換定義画面」を参照してください。
注※2
any 要素は any 要素またはノード一覧型カスタムファンクションとマッピングできます。any 要素と any 要素の間
にノード一覧型カスタムファンクションを入れたマッピングができます。ノード一覧型カスタムファンクションと
any 要素の間にファンクションを入れたマッピングはできません。
注※3
anyAttribute 属性は anyAttribute 属性とだけマッピングできます。anyAttribute 属性と anyAttribute 属性の間
にファンクションを入れたマッピングはできません。
注※4
出力基数は 16 進数，10 進数，または 2 進数です。

ファンクションからファンクションへのマッピング（マッピング先が文字列系，数値系，ビット系）の対応
を次に示します。
表 6‒14

ファンクションからファンクションへのマッピング（マッピング先が文字列系，数値系，ビット
系）

マッピング元※1

マッピング先
ファンクション
文字列系

ファンクション

文字列系

文字列
連結

数値系

文
字
列
連
結

部
分
文
字
列
取
得

文
字
数
取
得

文
字
列
調
査

空
白
除
去

数
値
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
変
換

○

○

○

○

○

○

数
値
演
算

端
数
処
理

○

○

ビット系

総
和

否
定
演
算

論
理
演
算

シ
フ
ト
演
算

×

○

○

○
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マッピング元※1

マッピング先
ファンクション
文字列系

文
字
列
連
結

部
分
文
字
列
取
得

文
字
数
取
得

文
字
列
調
査

空
白
除
去

数
値
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
変
換

部分文
字列取
得

○

○

○

○

○

○

○

文字数
取得

○

○

○

○

○

○

文字列
調査

○

○

○

○

○

空白除
去

○

○

○

○

数値系

数値
フォー
マット
変換

○

○

○

数値演
算

○

○

端数処
理

○

総和
ビット系

ノード系

364

ビット系

総
和

否
定
演
算

論
理
演
算

シ
フ
ト
演
算

○

×

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

否定演
算

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

論理演
算

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

シフト
演算

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

ノード
数取得

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

ノード
名取得

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

ノード
調査

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

ファンクション

文字列系

数値系

数
値
演
算

端
数
処
理
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マッピング先
ファンクション
文字列系

文
字
列
連
結

部
分
文
字
列
取
得

文
字
数
取
得

文
字
列
調
査

空
白
除
去

数
値
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
変
換

くり返
し

×

×

×

×

×

×

×

選択

×

×

×

×

×

×

値置換
え

○

○

○

○

○

基数変
換(出
力基
数：2 進
数)

○

○

○

○

基数変
換(出
力基
数：10
進数)

○

○

○

基数変
換(出
力基
数：16
進数)

○

○

カスタ
ム(文
字列
型)

○

カスタ
ム
(ノー
ド一覧
型)
定数

ファンクション

制御系

その他

数値系

ビット系

総
和

否
定
演
算

論
理
演
算

シ
フ
ト
演
算

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

×

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

数
値
演
算

端
数
処
理

○

○

○

※2

※2

※2

（凡例）
○：マッピングできます。
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×：マッピングできません。
注※1
マッピング元のファンクションにくり返しファンクションを 1 つでも指定した場合，ほかのマッピング元もすべてく
り返しファンクションを指定してください。
また，マッピング元のファンクションにくり返しファンクション以外を指定した場合，ほかのマッピング元もすべて
くり返しファンクション以外を指定してください。
注※2
文字列型以外の場合，検証でエラーが発生します。

ファンクションからファンクションへのマッピング（マッピング先がノード系，制御系，その他）の対応を
次に示します。
表 6‒15

ファンクションからファンクションへのマッピング（マッピング先がノード系，制御系，その
他）

マッピング元※1

マッピング先
ファンクション
ノード

数値系

366

その他
基
数
変
換
(入
力
基
数:
2
進
数)

基
数
変
換
(入
力
基
数:
10
進
数)

基
数
変
換
(入
力
基
数:
16
進
数)

カス
タム
(文
字列
型)

カスタ
ム(ノー
ド一覧
型)

定
数

く
り
返
し

選
択

※

3

値
置
換
え

×

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

×

○

×

○

○

×

×

×

×

×

○

○

×

×

×

○

○

×

空白除
去

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

×

数値
フォー
マット
変換

×

×

×

×

○

○

×

×

×

○

○

×

数値演
算

×

×

×

×

○

○

×

○

×

○

○

×

ノ
ー
ド
数
取
得

ノ
ー
ド
名
取
得

ノ
ー
ド
調
査

文字列
連結

×

×

×

部分文
字列取
得

×

×

文字数
取得

×

文字列
調査

ファンクション

文字列系

制御

※

2

※
4
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マッピング先
ファンクション
ノード

ビット系

ノード系

制御系

その他

その他
基
数
変
換
(入
力
基
数:
2
進
数)

基
数
変
換
(入
力
基
数:
10
進
数)

基
数
変
換
(入
力
基
数:
16
進
数)

カス
タム
(文
字列
型)

カスタ
ム(ノー
ド一覧
型)

定
数

く
り
返
し

選
択

※

3

値
置
換
え

×

○

○

×

○

×

○

○

×

×

×

○

○

×

○

×

○

○

×

×

×

×

○

○

×

×

○

○

○

×

×

×

×

×

○

○

×

×

○

○

○

×

シフト
演算

×

×

×

×

○

○

×

×

○

○

○

×

ノード
数取得

×

×

×

×

○

○

×

○

×

○

○

×

ノード
名取得

×

×

×

×

○

○

×

×

×

○

○

×

ノード
調査

×

×

×

×

○

○

×

×

×

○

○

×

くり返
し

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

選択

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

値置換
え

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

×

基数変
換(出力
基数：2
進数)

×

×

×

×

○

○

○

×

×

○

○

×

基数変
換(出力
基数：
10 進
数)

×

×

×

×

○

○

×

○

×

○

○

×

ノ
ー
ド
数
取
得

ノ
ー
ド
名
取
得

ノ
ー
ド
調
査

端数処
理

×

×

×

総和

×

×

否定演
算

×

論理演
算

ファンクション

数値系

制御

※

2

※
4
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マッピング元※1

マッピング先
ファンクション
ノード

その他
基
数
変
換
(入
力
基
数:
2
進
数)

基
数
変
換
(入
力
基
数:
10
進
数)

基
数
変
換
(入
力
基
数:
16
進
数)

カス
タム
(文
字列
型)

カスタ
ム(ノー
ド一覧
型)

定
数

く
り
返
し

選
択

※

3

値
置
換
え

×

○

○

×

×

○

○

○

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

○

×

×

×

×

×

○

×

○

○

○

○

×

※7

○※6

○

※6

ノ
ー
ド
数
取
得

ノ
ー
ド
名
取
得

ノ
ー
ド
調
査

基数変
換(出力
基数：
16 進
数)

×

×

×

カスタ
ム(文字
列型)

×

×

カスタ
ム(ノー
ド一覧
型)

×

×

定数

×

ファンクション

その他

制御

※

2

※
4

※
5

×

×

×

○

（凡例）
○：マッピングできます。
×：マッピングできません。
注※1
マッピング元のファンクションにくり返しファンクションを 1 つでも指定した場合，ほかのマッピング元もすべてく
り返しファンクションを指定してください。
また，マッピング元のファンクションにくり返しファンクション以外を指定した場合，ほかのマッピング元もすべて
くり返しファンクション以外を指定してください。
注※2
出力側のくり返しファンクションには，次の制限があります。
くり返しファンクションの入力が，そのくり返しファンクション内にある連携パス自身または，祖先ノード，子孫
ノードの場合は接続できません。
注※3
出力側の選択ファンクションには，次の制限があります。
・選択ファンクションの入力にくり返しがすでに接続されている場合，入力にくり返し以外は接続できません。
・選択ファンクションの入力にくり返し以外がすでに接続されている場合，入力にくり返しは接続できません。
注※4
定数ファンクションには，次の制限があります。
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変換先ノード，文字列連結ファンクション，数値演算ファンクション，論理演算ファンクション，選択ファンクショ
ン，カスタムファンクションの入力に定数ファンクションがすでに接続されている場合，入力に同一の定数ファンク
ションは接続できません。
注※5
選択ファンクションの出力先が属性の場合，検証でエラーが発生します。
注※6
文字列型以外の場合，検証でエラーが発生します。
注※7
数値型，文字列型以外の場合，検証でエラーが発生します。

6.10.3 接続できるマッピング線の数
変換元ノード，変換先ノード，およびファンクションを接続するマッピング線は，接続できる数が決められ
ています。
出力として接続できるマッピング線の数を次に示します。
表 6‒16

出力として接続できるマッピング線の数
ノードまたはファンクション

変換元ノード

接続できるマッピング線の数
複数※1

すべてのファンクション

1※2

注※1
上限値はありません。
注※2
定数ファンクションは代入線だけ複数接続できます。

入力として接続できるマッピング線の数を次に示します。
表 6‒17

入力として接続できるマッピング線の数
ノードまたはファンクション

変換先ノード
文字列系

数値系

複数※1
文字列連結

複数※1

部分文字列取得

1

文字数取得

1

文字列調査

1

空白除去

1

数値フォーマット変換

1

数値演算

2

端数処理

1

総和
ビット系

接続できるマッピング線の数

否定演算

複数※1
1
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ノードまたはファンクション
ビット系

ノード系

制御系

その他

接続できるマッピング線の数

論理演算

2

シフト演算

1

ノード数取得

1

ノード名取得

1

ノード調査

1

くり返し

1

選択

複数※1

定数

0

カスタム

複数※2

値置換え

1

基数変換

1

注※1
上限値はありません。
注※2
対応する変換ファンクションの引数と同じ数が入力できます。0 の場合もあります。
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ファンクション名の直接編集

マッピング定義で定義したファンクション名を，直接編集して任意の名称に変えることができます。
ファンクション名は「ファンクションタイプ＋通番」で自動的に付与され，同じタイプのファンクションが
複数存在する場合の区別は番号だけとなります。このファンクション名を任意の名称に変更することで，同
じタイプのファンクションが大量にある場合でも，名称で判別できるようになります。

6.11.1

ファンクション名の編集方法

ファンクション名を変更するには，マッピングビューア上に配置されたファンクションを直接編集する方法
とダイアログを使用する方法があります。それぞれの場合の手順を次に説明します。

(1)

マッピングビューア上に配置されたファンクションを直接編集する場合
マッピングビューア上のファンクションを直接選択してファンクション名を編集する手順を次に示します。
1. マッピングビューア上でファンクション名を編集するファンクションを選択します。
2. ファンクションを選択した状態で，左クリックまたは［F2］キーを押します。
ファンクション名を編集できる状態になります。
3. ファンクション名を入力します。
ファンクション名を NCName で指定します。指定できる文字数は 1〜64 文字です。

(2)

ダイアログを使用する場合
各ファンクションの設定ダイアログを使用してファンクション名を編集する手順を次に示します。
1. 次のどちらかの方法でファンクションを設定するダイアログを表示させます。
• ファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• ファンクションをダブルクリックします。
ファンクションを設定するダイアログが表示されます。
各ファンクションのダイアログについては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.6 データ変換に関連するダイアログ」を参照してください。
2. 任意のファンクション名を入力します。
ファンクション名を NCName で指定します。指定できる文字数は 1〜64 文字です。
3.［OK］ボタンをクリックします。

6.11.2

編集後のファンクション名の表示

(1) データ変換定義画面のマッピングビューアに表示されるファンクション名
ファンクション名を編集した場合，次のように表示されます。
• ファンクション名が 1〜10 文字の場合
ファンクション名全体を表示します。
• ファンクション名が 11〜20 文字の場合
10 文字で改行し，ファンクション名全体を表示します。
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• ファンクション名が 21〜64 文字の場合
10 文字で改行し，先頭から 19 文字まではファンクション名を表示します。20 文字以降は「...」と省
略されます。
編集後のファンクション名の表示例を次に示します。
図 6‒47

(2)

編集後のファンクション名の表示例（データ変換定義画面の場合）

ダイアログに表示されるファンクション名
ファンクション名を編集した場合，［条件設定］ダイアログのノード条件などには，波括弧（{
だ形式で表示されます。
編集後のファンクション名の表示例を次に示します。
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図 6‒48

編集後のファンクション名の表示例（［条件設定］ダイアログの場合）

図 6‒49

編集後のファンクション名の表示例（［くり返し設定］ダイアログの場合）

データ変換の定義
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6.12

Excel を利用したマッピング定義のインポート

サービスプラットフォームでは，Excel で変換元と変換先の組み合わせ（マッピング）を定義したファイル
を開発環境にインポートすることができます。
複数のデータ変換定義で同じようなマッピングをする場合，Excel で作成したマッピング定義を利用するこ
とで，1 つのマッピング定義を有効に活用できます。また，マッピングの定義内容を Excel 上で確認できる
ため，変換元と変換先の接続数が多い場合などに定義時のミスが低減し，開発効率を向上できます。
マッピング定義をインポートするには，表形式 XML スキーマ定義ファイルを基に Excel で定義したマッピ
ングの内容を，表形式 XML ファイルとしてエクスポートします。そのあと，開発環境のデータ変換定義画
面にインポートします。データ変換定義画面では，インポートした表形式 XML ファイルに従ってファンク
ションやマッピング線が生成されます。
マッピング定義のインポートの流れを次に示します。
図 6‒50

マッピング定義のインポートの流れ

なお，表形式 XML スキーマ定義ファイルに従った XML ファイルを直接作成して，データ変換定義画面に
インポートすることもできます。
サービスプラットフォームでは，次のバージョンの Excel を推奨しています。
• Microsoft Office Excel 2010
これ以外のツールを使用して作成する場合でも，表形式 XML ファイルが表形式 XML スキーマ定義ファイ
ルに対して妥当であればインポートすることができます。
表形式 XML ファイルの作成手順およびマッピング定義のインポート手順を以降で説明します。
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表形式 XML ファイルの作成

表形式 XML ファイルを作成する方法には，あらかじめ表形式 XML スキーマ定義ファイルの各要素が
Excel に対応づけられたテンプレートファイルを利用する場合と，表形式 XML スキーマ定義ファイルを基
に独自に要素を対応づける場合の 2 種類があります。
参考
テンプレートファイルには，あらかじめ次の設定がされています。
• オブジェクトごとにシートを分けて要素が対応づけられています。
• 必須項目には項目名の先頭にアスタリスク（*）が付けられています。必須項目は，定義するすべての行で，
値を設定する必要があります。空の場合は，エラーとなります。
• 項目の値が固定値で制約されている場合（"y"と"n"のどちらかしか入力できない項目など）は，データの入力
規則が設定され，リストから値を選択できます。

それぞれの場合の作成手順を次に示します。

(1)

テンプレートファイルを利用する場合
1. テンプレートファイル（dt_import_template.xlsx）をコピーして，任意の名称で保存します。
テンプレートファイル（dt_import_template.xlsx）の格納場所は「<サービスプラットフォームのイン
ストールディレクトリ>\CSCTE\resources\dt_import」です。
2. Microsoft Office Excel 2010 を起動して，コピーしたファイルを開きます。

3. XML 要素の対応づけをしたセルに，ファンクションやマッピング線を定義します。
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定義方法の詳細は，「6.12.2

マッピング定義の設定」を参照してください。

4.［開発］タブの［エクスポート］ボタンをクリックし，XML 形式でファイルを保存します。
定義内容が表形式 XML ファイルとしてエクスポートされます。

(2)

表形式 XML スキーマ定義ファイルを基に要素を対応づける場合
1. Microsoft Office Excel 2010 を起動します。
2.［開発］タブの［ソース］ボタンを選択します。
［XML ソース］作業ウィンドウが表示されます。
3.［XML ソース］作業ウィンドウの［XML の対応付け...］ボタンをクリックします。
［XML の対応付け］ダイアログが表示されます。
4.［追加］ボタンをクリックし，表形式 XML スキーマ定義ファイル（dt_import_mapping.xsd）を追加
します。
表形式 XML スキーマ定義ファイル（dt_import_mapping.xsd）の格納先は「<サービスプラットフォー
ムのインストールディレクトリ>\CSCTE\resources\dt_import」です。
［XML ソース］作業ウィンドウにスキーマがツリー表示されます。
Excel2010 以外を使用した場合，エラーメッセージが表示されることがあります。
エラーメッセージが表示された場合の対応方法については，「6.15
時の注意事項」を参照してください。

Excel を利用したマッピング定義

5.「***Objects」または「Namespaces」の要素部分をセルにドラッグ＆ドロップします。※
ドラッグ＆ドロップした要素部分のデータを編集できるようになります。
注※
要素を対応づけるときは，オブジェクト（Copy や Concatenate など）ごとにシートを分けてくだ
さい。同じシートに複数の要素を設定すると，マッピング定義を正しくインポートできません。
6. XML 要素の対応づけをしたセルに，ファンクションやマッピング線を定義します。
定義方法の詳細は，「6.12.2

マッピング定義の設定」を参照してください。

7.［開発］タブの［エクスポート］ボタンをクリックし，XML 形式でファイルを保存します。
定義内容が表形式 XML ファイルとしてエクスポートされます。
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マッピング定義の設定

Excel でマッピングを定義するには，表形式 XML スキーマ定義ファイルを基に，各オブジェクトに変換元
ノードや変換先ノードなどの値を設定します。
ここでは，マッピング定義の入出力値に定義できる項目，および各項目の設定方法について説明します。

(1)

入出力値に定義できる項目
CopyObjects（変換先ノードへのマッピング）や ConcatenateObjects（文字列連結ファンクション）な
どオブジェクトの Input には，データ変換定義画面上の変換元ノードのパスまたはファンクション名を設
定します。CopyObjects（変換先ノードへのマッピング）の Output には，データ変換定義画面の変換先
ノードのパスを設定します。また，入力値に変換元ノードを指定する場合，ノード条件を設定できます。
マッピング定義の各項目で定義できるノードおよびファンクション，ならびに変換元ノードへの条件設定の
可否を表に示します。
表 6‒18

入出力値の定義項目（ノード）
入出力値の定義項目

設定できるノード

複
合 属
内 性
容

an
y
要
素

any
Attri
bute
属性

変換
元
ノー
ドへ
の条
件設
定可
否

○

− − −

−

−

○

−

−

○ ○ ○

○

○

−

× × ×

×

×

− − −

−

−

−

Inpu
t

○ × ○

×

×

− − −

−

−

○

SubstringObjects（部分文字列取得ファンクショ
ン）

Inpu
t

○ × ○

×

×

− − −

−

−

○

LengthObjects（文字数取得ファンクション）

Inpu
t

○ × ○

×

×

− − −

−

−

○

ContainObjects（文字列調査ファンクション）

Inpu
t

○ × ○

×

×

− − −

−

−

○

TrimObjects（空白除去ファンクション）

Inpu
t

○ × ○

×

×

− − −

−

−

○

FormatObjects（数値フォーマット変換ファンク
ション）

Inpu
t

○ × ○

×

×

− − −

−

−

○

CalculateObjects（数値演算ファンクション）

Inpu
t1

○ × ○

×

×

− − −

−

−

○

変換元ノード
複
合 属
内 性
容

an
y
要
素

any
Attri
bute
属性

Inpu
t

○ ○ ○

○

Out
put

− − −

Dep
ende
ncy
ConcatenateObjects（文字列連結ファンクショ
ン）

オブジェクト

CopyObjects（変換先ノードへのマッピング）

項目

単
純
内
容

変換先ノード
単
純
内
容
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入出力値の定義項目

設定できるノード
変換元ノード

オブジェクト

項目

単
純
内
容

複
合 属
内 性
容

an
y
要
素

any
Attri
bute
属性

変換
元
ノー
ドへ
の条
件設
定可
否

変換先ノード

複
合 属
内 性
容

an
y
要
素

any
Attri
bute
属性

単
純
内
容

CalculateObjects（数値演算ファンクション）

Inpu
t2

○ × ○

×

×

− − −

−

−

○

RoundObjects（端数処理ファンクション）

Inpu
t

○ × ○

×

×

− − −

−

−

○

SumObjects（総和ファンクション）

Inpu
t

○ × ○

×

×

− − −

−

−

○

NotObjects（否定演算ファンクション）

Inpu
t

○ × ○

×

×

− − −

−

−

○

BitOpObjects（論理演算ファンクション）

Inpu
t1

○ × ○

×

×

− − −

−

−

○

Inpu
t2

○ × ○

×

×

− − −

−

−

○

ShiftObjects（シフト演算ファンクション）

Inpu
t

○ × ○

×

×

− − −

−

−

○

NameObjects（ノード名取得ファンクション）

Inpu
t

○ ○ ○

×

×

− − −

−

−

○

CountObjects（ノード数取得ファンクション）

Inpu
t

○ ○ ○

×

×

− − −

−

−

○

ExistObjects（ノード調査ファンクション）

Inpu
t

○ ○ ○

×

×

− − −

−

−

○

LoopObjects（くり返しファンクション）

Inpu
t

○ ○ ×

×

×

− − −

−

−

○

Rela
tion
alPa
th

○ ○ ×

×

×

− − −

−

−

○

Sort
Key

○ ○ ○

×

×

− − −

−

−

×

Con
ditio
n

○ × ○

×

×

− − −

−

−

−

Out
putV
alue

○ × ○

×

×

− − −

−

−

○

ChooseObjects（選択ファンクション）
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設定できるノード
変換元ノード

オブジェクト

項目

単
純
内
容

複
合 属
内 性
容

an
y
要
素

any
Attri
bute
属性

変換
元
ノー
ドへ
の条
件設
定可
否

変換先ノード

複
合 属
内 性
容

an
y
要
素

any
Attri
bute
属性

単
純
内
容

ReplaceObjects（値置換えファンクション）

Inpu
t

○ × ○

×

×

− − −

−

−

○

RadixObjects（基数変換ファンクション）

Inpu
t

○ × ○

×

×

− − −

−

−

○

CustomObjects（カスタムファンクション）

Inpu
t

○ ○ ○

○

○

− − −

−

−

○

○ × ○

×

×

− − −

−

−

−

変換元ノードへの条件設定
（凡例）
○：定義できます。
×：定義できません。
−：該当しません。

表 6‒19

入出力値の定義項目（ファンクション）
入出力値の定義項目

オブジェクト

CopyObjects（変換先ノードへのマッ
ピング）

設定できるファンクション

項目

文
字
列
連
結

部
分
文
字
列
取
得

文
字
数
取
得

文
字
列
調
査

空
白
除
去

数
値
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
変
換

数
値
演
算

ノ ノ
シ
ノ
端
否 論
ー ー
く
値 基
フ
ー
数 総 定 理
ド ド
り 選 置 数
ト
ド
処 和 演 演
名 数
返 択 換 変
演
調
理
算 算
取 取
し
え 換
算
査
得 得

カ
ス 定
タ 数
ム

Input

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Output

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

Depend
ency

× × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ×

ConcatenateObjects（文字列連結ファ
ンクション）

Input

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○

SubstringObjects（部分文字列取得
ファンクション）

Input

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○

LengthObjects（文字数取得ファンク
ション）

Input

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○

ContainObjects（文字列調査ファンク
ション）

Input

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○
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入出力値の定義項目

オブジェクト

設定できるファンクション

項目

文
字
列
連
結

部
分
文
字
列
取
得

文
字
数
取
得

文
字
列
調
査

空
白
除
去

数
値
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
変
換

数
値
演
算

ノ ノ
シ
ノ
端
否 論
ー ー
く
値 基
フ
ー
数 総 定 理
ド ド
り 選 置 数
ト
ド
処 和 演 演
名 数
返 択 換 変
演
調
理
算 算
取 取
し
え 換
算
査
得 得

カ
ス 定
タ 数
ム

TrimObjects（空白除去ファンクショ

Input

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○

FormatObjects（数値フォーマット変
換ファンクション）

Input

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○

CalculateObjects（数値演算ファンク
ション）

Input1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○

Input2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○

RoundObjects（端数処理ファンクショ
ン）

Input

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○

SumObjects（総和ファンクション）

Input

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

NotObjects（否定演算ファンクショ
ン）

Input

○ ○ × × ○ × × × × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ ○

BitOpObjects（論理演算ファンクショ
ン）

Input1

○ ○ × × ○ × × × × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ ○

Input2

○ ○ × × ○ × × × × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ ○

ShiftObjects（シフト演算ファンクショ
ン）

Input

○ ○ × × ○ × × × × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ ○

NameObjects（ノード名取得ファンク
ション）

Input

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

CountObjects（ノード数取得ファンク
ション）

Input

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

ExistObjects（ノード調査ファンクショ
ン）

Input

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

LoopObjects（くり返しファンクショ
ン）

Input

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

Relation
alPath

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

SortKey

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

ン）

ChooseObjects（選択ファンクション） Conditio
n

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○

OutputV ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○
alue
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設定できるファンクション

項目

文
字
列
連
結

部
分
文
字
列
取
得

文
字
数
取
得

文
字
列
調
査

空
白
除
去

数
値
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
変
換

数
値
演
算

ノ ノ
シ
ノ
端
否 論
ー ー
く
値 基
フ
ー
数 総 定 理
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ReplaceObjects（値置換えファンク

Input

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○

RadixObjects（基数変換ファンクショ
ン）

Input

○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × ○ ○ ○ ○

CustomObjects（カスタムファンク
ション）

Input

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○

ション）

変換元ノードへの条件設定

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○

（凡例）
○：定義できます。
×：定義できません。
−：該当しません。

各オブジェクトの定義項目および定義例の詳細は，
「6.14
を参照してください。

(2)

表形式 XML スキーマ定義ファイルの定義詳細」

構文規則
各オブジェクトの入出力値に対応する BNF を次の表に示します。
表 6‒20

各オブジェクトの入出力値に対応する BNF
オブジェクト/項目

Copy/Input

対応する BNF
条件付き入力パスまたはファンクション

Concatenate/Input
Substring/Input
Length/Input
Contain/Input
Trim/Input
Format/Input
Calculate/Input1
Calculate/Input2
Round/Input

381

6

データ変換の定義

オブジェクト/項目
Not/Input

対応する BNF
条件付き入力パスまたはファンクション

BitOp/Input1
BitOp/Input2
Shift/Input
Choose/OutputValue
Radix/Input
Custom/Input
Sum/Input

条件付き入力パス

Name/Input
Count/Input
Exist/Input
Loop/Input
Loop/RelationalPath
Copy/Output

出力パス

Copy/Dependency

ファンクション

Loop/SortKey

入力パス

Choose/Condition

条件※

注※
入力相対パスは使用できません。

これらの BNF の構文規則を次の表に示します。
表 6‒21

BNF の構文規則

BNF

BNF の構文規則

入力パス

::= [ 変数 ] ( '/' ノード )+

条件付き入力パス

::= [ 変数 ] ( '/' ステップ )+

ファンクション

::= '{' NCName '}'

出力パス

::= [ 変数 ] ( '/' ノード )+

条件

::= 基本式 | ( 'not(' 条件 ')' ) | '(' 条件 ')'

変数

::= '$' NCName

ステップ

::= ノード [ '[' 条件 ']' ]

ノード

::= ( [ '@' ] [ 名前空間接頭辞 ':' ] NCName ) | '#any' | '#anyAttribute'

名前空間接頭辞

::= NCName
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BNF の構文規則

基本式

::= 入力パス | 入力相対パス | ファンクション | 条件式 | 複合条件式

条件式

::= ( 'position()' | 入力パス | 入力相対パス | ファンクション ) オペレータ ( 値 | ファンク

入力相対パス

::= '.' | ノード ( '/' ノード )*

複合条件式

::= or 式

or 式

::= and 式 [ 'or' and 式 ]

and 式

::= 条件 [ 'and' 条件 ]

オペレータ

::= '=' | '!=' | '>' | '<' | '>=' | '<='

値※

::= "'" [^']+ "'"

ション | 入力パス | 入力相対パス )

注※
値は 1 文字以上，かつ 1,024 文字以内で指定できます。ただし，実体参照表現は 1 文字として扱われます。

(3)

変換元ノードの設定
オブジェクトに変換元ノードを設定する場合，Input に変換元ノードのパスを絶対パスで指定します。相対
パスでの指定はサポートされません。ノードパスの設定方法については，
「(7) ノードパスの設定」を参照
してください。
また，定義項目によっては変換元ノードにノード条件を設定できます。ノード条件の設定方法については，
「(6) ノード条件設定」を参照してください。

(4)

変換先ノードの設定
変換先ノードを設定するには，CopyObjects（変換先ノードへのマッピング）の Output に変換先ノード
のパスを指定します。ノードパスの設定については「(7) ノードパスの設定」を参照してください。

(5)

ファンクションの設定
ファンクションには，ほかのオブジェクトで定義したファンクション名を指定します。ファンクション名
は，波括弧（{ }）で囲まれた部分に指定します。
定義例を次の図に示します。
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図 6‒51 定義例（ファンクションの設定）

(6)

ノード条件設定
ノード条件を設定できる項目で変換元ノードを設定した場合，変換元ノードの各要素にノード条件を設定で
きます。
ノード条件を指定できる変換元ノードまたはファンクションの種類については，表 6-18 および表 6-19 を
参照してください。
ノード条件は各要素の後ろの角括弧（[

]）で囲まれた部分に指定します。

ノード条件は，次のどれかの方式で設定します。
表 6‒22
#

ノード条件の方式

ノード条件の方式

概要

1

boolean 値を返すノード
またはファンクション

変換元ノードまたはファンクションを指定すると，その存在有無によって boolean 値
を返します。

2

条件式

3

二つの条件の論理積・論理 「<条件 1><演算><条件 2>」上記#1,#2 の条件を 2 つ，and または or で組み合わせ
和
て指定した条件に対して boolean 値を返します。

「<左辺><演算><右辺>」の形式で指定した条件に対して boolean 値を返します。左
辺および右辺には，変換元ノードやファンクションなどを指定します。

ノード条件設定の変換元ノードパスは，絶対パス，または条件設定対象ノードからの相対パスのどちらかで
指定します。ノードパスの指定については，
「(7) ノードパスの設定」を参照してください。
ただし，条件設定の対象となるノードの子孫ノードを条件で使用する場合，絶対パスの指定・相対パスの指
定に関係なく，データ変換定義画面にインポートしたあと相対パスとして参照されます。
ファンクションの指定方法については，「(5)
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boolean 値を返すノードまたはファンクション
変換元ノードまたはファンクションを指定すると，その存在有無によって boolean 値を返します。
ノードまたはファンクションの有無を条件に設定した場合の定義例を次の図に示します。
図 6‒52

(b)

定義例（ノード条件設定 1）

条件式
「<左辺><演算><右辺>」の形式で指定した条件式に対して boolean 値を返します。左辺，演算，右辺に
指定できる値を次の表に示します。
表 6‒23

条件式の各項目に指定できる値

条件式の項目
左辺

指定できる値
次のどれかを指定できます。
• "position()"で指定するポジション関数
• 条件設定で指定できる変換元ノード
変換元ノードは相対パスでも指定できます。※
• 条件設定で指定できるほかのファンクション

演算
右辺

「=」，「!=」，「>」，「<」，「>=」，「<=」のどれかを指定できます。
次のどれかを指定できます。
• アポストロフィ（'）で囲んだ値（空文字は指定できません）。
値にアポストロフィ（'）またはアンパサンド（&）を含める場合，次の例のように，アポストロフィは
「&apos;」，アンパサンドは「&amp;」の実体参照の表現にしてください。
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条件式の項目
右辺

指定できる値
（例）
「a & 'b'」の場合，「a &amp; &apos;b&apos;」と定義します。
• 条件設定で指定できる変換元ノード
変換元ノードは相対パスでも指定できます。※
• 条件設定で指定できるほかのファンクション

注※
相対パスの指定方法については，「(7)(c)

相対パス指定」を参照してください。

条件式を設定した場合の定義例を次の図に示します。
図 6‒53

定義例（ノード条件設定 2）

(c) 二つの条件の論理積・論理和
「<条件 1><演算><条件 2>」の形式で，2 つの条件を and または or 演算で組み合わせた論理積・論理和
で boolean 値を返します。<条件>には次のどれかを指定します。
• boolean 値を返すノードまたはファンクション
• 条件式
• 二つの条件の論理積・論理和
条件に複数の「二つの条件の論理積・論理和」が存在する場合は，論理積が優先されます。ただし，「二つ
の条件の論理積・論理和」の前後を丸括弧（( )）で囲んだ場合，その論理式が優先されます。
また，これらの条件の否定をとることもできます。詳細は「(d)

条件の否定をとる」を参照してください。

二つの条件の論理積・論理和を条件に設定した場合の定義例を次の図に示します。
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定義例（ノード条件設定 3）

条件の否定をとる
「not(<条件>)」の形式で，条件の否定をとることができます。
条件の否定をとる場合の定義例を次の図に示します。
図 6‒55

(7)

定義例（ノード条件設定 4）

ノードパスの設定
変換元ノードまたは変換先ノードのパスを指定する場合の，論理名および名前空間の指定方法について説明
します。
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また，ノード条件設定で変換元ノードの相対パスを指定する方法についても説明します。
(a)

論理名の指定
変換元ノードおよび変換先ノードの論理名は，「"$"＋論理名」の形式でルート要素の前に指定します。
データ変換定義画面の変換元ノードが複数ある場合，変換元ノードの論理名指定は必須です。変換元ノード
が 1 つしかない場合，論理名の指定は任意です。
なお，変換先ノードでは論理名の指定は任意です。
定義例を次の図に示します。
図 6‒56
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名前空間の指定
変換元ノードおよび変換先ノードのパス中の各要素名には，Namespaces に定義した名前空間接頭辞を使
用できます。名前空間接頭辞の定義方法は「6.14.1 Namespaces（名前空間情報）」を参照してくださ
い。
名前空間接頭辞は，「名前空間接頭辞＋":"＋要素名」の形式で指定します。
定義例を次の図に示します。
図 6‒57

定義例（ノードパスの設定 2）
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(c) 相対パス指定
ノード条件を設定する場合，変換元ノードのパスは，条件設定対象のノードからの相対パスで指定できま
す。相対パスは，次の表に示すノードについて指定できます。それ以外の記述方式（「..」や「//」など）は
使用できません。
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相対パスの指定方法

相対パスで指定する
ノード
条件設定の対象となる
ノード

指定方法
ピリオド（.）を指定します。
指定例
変換元ノードのパスが"/root/comp-elem1/simple-elem1"で，条件設定の対象が"simpleelem1"の場合，"simple-elem1"の有無を条件にするときは"/root/comp-elem1/simpleelem1[.]"と指定します。

条件設定の対象となる
ノードの子孫ノード

条件設定の対象となるノードの，子ノードからのパスを指定します。
指定例
変換元ノードのパスが"/root/comp-elem1/simple-elem1"の場合，条件設定の対象が"compelem1"で，"simple-elem1"の有無を条件にするときは"/root/comp-elem1[simple-elem1]/
simple-elem1"と指定します。
条件設定の対象が"root"で，"simple-elem1"の有無を条件にするときは"/root[comp-elem1/
simple-elem1]/comp-elem1/simple-elem1"と指定します。

6.12.3

マッピング定義のインポート

表形式 XML ファイルをデータ変換定義画面にインポートする手順を次に示します。
1. 変換元スキーマおよび変換先スキーマを選択して，データ変換定義画面を起動します。
2. データ変換定義画面のマッピングビューア上で右クリックして，［マッピング定義のインポート］を選
択します。
［マッピング定義のインポート］画面が表示されます。
3.［参照］ボタンをクリックします。
［表形式 XML ファイルの指定］ダイアログが表示されます。
4. インポートする XML ファイルを選択して，［開く］ボタンをクリックします。
選択した XML ファイルが設定され，［表形式 XML ファイルの指定］ダイアログが閉じます。
5.［終了］ボタンをクリックします。
データ変換定義画面にすでにファンクションやマッピング線が定義されている場合は，確認メッセージ
が表示されます。問題がなければ［はい］ボタンをクリックします。
Excel で定義したファンクションとマッピング線が，データ変換定義画面に反映されます。
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6.13

Excel を利用したマッピング定義のエクスポート

サービスプラットフォームでは，開発環境のデータ変換定義画面で定義したマッピングを表形式 XML ファ
イルにエクスポートできます。エクスポートした表形式 XML ファイルを Excel にインポートすることで，
効率良くマッピング定義の追加や変更ができます。
マッピング定義のエクスポートの流れを次に示します。
図 6‒58

!

マッピング定義のエクスポートの流れ

注意事項
エクスポートしたマッピング定義には次の制限があります。
• データ変換定義画面のファンクションの位置情報は保持されません。
• 変換ファンクション定義ファイルで設定したカスタムファンクションのコメントは保持されません。
• 1 つの階層に同じ要素が複数ある場合，かつ 2 つ目以降の要素にマッピング線が引かれているとき，エクス
ポートしたマッピング定義をデータ変換定義画面に再度インポートすると，マッピング先が異なる場合があ
ります。この例を次の図に示します。
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マッピング定義のエクスポート

データ変換定義画面からマッピング定義をエクスポートする手順を次に示します。
1. 変換元スキーマおよび変換先スキーマを選択して，データ変換定義画面を起動します。
2. データ変換定義画面のマッピングビューア上で右クリックして，［マッピング定義のエクスポート］を
選択します。
［マッピング定義のエクスポート］画面が表示されます。
3. エクスポート先および XML ファイル名を指定して，［保存］ボタンをクリックします。
指定した名称で XML ファイルが保存され，完了メッセージが表示されます。
4.［OK］ボタンをクリックします。
マッピング定義が表形式 XML ファイルとしてエクスポートされます。
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6.13.2

表形式 XML ファイルのインポート

表形式 XML ファイルを Excel にインポートする手順について説明します。
1. Microsoft Office Excel 2010 を起動します。
2.［開発］タブの［ソース］ボタンを選択します。
［XML ソース］作業ウィンドウが表示されます。
3.［XML ソース］作業ウィンドウの［XML の対応付け...］ボタンをクリックします。
［XML の対応付け］ダイアログが表示されます。
4.［追加］ボタンをクリックし，表形式 XML スキーマ定義ファイル（dt_import_mapping.xsd）を追加
します。
表形式 XML スキーマ定義ファイル（dt_import_mapping.xsd）の格納先は「<サービスプラットフォー
ムのインストールディレクトリ>\CSCTE\resources\dt_import」です。
［XML ソース］作業ウィンドウにスキーマがツリー表示されます。
5.「***Objects」または「Namespaces」の要素部分をセルにドラッグ＆ドロップします。※
ドラッグ＆ドロップした要素部分のデータを編集できるようになります。
注※
要素を対応づけるときは，オブジェクト（Copy や Concatenate など）ごとにシートを分けてくだ
さい。同じシートに複数の要素を設定すると，マッピング定義を正しくインポートできません。
6.［開発］タブの［インポート］ボタンをクリックし，表形式 XML ファイルを XML 要素の対応付けをし
たセルにインポートします。
表形式 XML ファイルが Excel にインポートされます。インポートした表形式 XML ファイルを基に，
マッピング定義を追加および変更できます。
マッピング定義の設定方法については，「6.12.2

マッピング定義の設定」を参照してください。

! 注意事項
Excel のインポート機能では，Excel からエクスポートした表形式 XML ファイルをインポートした場合，表
形式 XML ファイルの各項目値の前後のホワイトスペース（半角空白，タブ，ラインフィード，キャリッジ
リターン）が削除されます。必要に応じて，インポート後に Excel のセルを修正してください。
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表形式 XML スキーマ定義ファイルの定義詳細

Excel のマッピング定義で利用する表形式 XML スキーマ定義ファイルの内容について説明します。
表形式 XML スキーマ定義ファイルの定義一覧を次の表に示します。
表 6‒25
大分類
Defines

表形式 XML スキーマ定義ファイルの定義一覧
中分類
−
Namespaces

Objects※

−

説明
オブジェクトを定義するための前提となる情報を定義します。
データ変換定義画面上の変換元ノードまたは変換先ノードを示すパスの定義
で使用する，名前空間情報を定義します。
ファンクションやマッピング線などを定義します。

CopyObjects

変換先ノードへのマッピング線を定義します。

ConcatenateObjects

文字列連結ファンクションを定義します。

SubstringObjects

部分文字列取得ファンクションを定義します。

LengthObjects

文字数取得ファンクションを定義します。

ContainObjects

文字列調査ファンクションを定義します。

TrimObjects

空白除去ファンクションを定義します。

FormatObjects

数値フォーマット変換ファンクションを定義します。

CalculateObjects

数値演算ファンクションを定義します。

RoundObjects

端数処理ファンクションを定義します。

SumObjects

総和ファンクションを定義します。

NotObjects

否定演算ファンクションを定義します。

BitOpObjects

論理演算ファンクションを定義します。

ShiftObjects

シフト演算ファンクションを定義します。

NameObjects

ノード名取得ファンクションを定義します。

CountObjects

ノード数取得ファンクションを定義します。

ExistObjects

ノード調査ファンクションを定義します。

LoopObjects

くり返しファンクションを定義します。

ChooseObjects

選択ファンクションを定義します。

ReplaceObjects

値置換えファンクションを定義します。

RadixObjects

基数変換ファンクションを定義します。

CustomObjects

カスタムファンクションを定義します。

ConstantObjects

定数ファンクションを定義します。

（凡例）
−：該当しません。
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注※
CopyObjects と CopyObjects 以外の定義範囲は次のように異なります。
CopyObjects：
変換元ノードまたはファンクションから変換先ノードへのマッピング線が定義範囲です。
CopyObjects 以外：
ファンクション単体，または変換元ノード／入力側ファンクションと連結するマッピング線が定義
範囲です。
CopyObjects と CopyObjects 以外の定義範囲を次の図に示します。
図 6‒59

CopyObjects と CopyObjects 以外の定義範囲

以降で各定義の詳細を説明します。

6.14.1

Namespaces（名前空間情報）

オブジェクトの Input 項目など，マッピング定義エディタ上の変換元ノードまたは変換先ノードを示すパ
スの定義で使用する，名前空間情報を定義します。Namespaces に定義した Prefix 項目が，オブジェクト
の Input 項目などに記述された要素の名前空間接頭辞として使用された場合，その名前空間接頭辞がどの
名前空間に属するかを，Namespaces に定義された情報で判断します。
Prefix 項目が"#default"の定義は，オブジェクトの Input 項目などに記述された要素のデフォルト名前空間
（名前空間接頭辞がない場合に属する名前空間）を示します。Prefix 項目が"#default"の定義をしない場合，
デフォルト名前空間は空とします。
URI 項目が空の場合，該当する名前空間接頭辞が付いた要素の名前空間は，空とします。

(1) 定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒26
項目名

Namespaces 定義
定義内容

Prefix

名前空間接頭辞

定義できる値
NCName 型の値または
"#default"

補足説明
必須項目です。重複して同じ Prefix を定義で
きません。
"#default"の場合
デフォルト名前空間を設定します。

URI

名前空間
（凡例）
−：該当する項目はありません。
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定義例
定義例を次の図に示します。
図 6‒60

Namespaces 定義例 1

図 6‒61

Namespaces 定義例 2

図 6‒62

Namespaces 定義例 3

6.14.2

CopyObjects（変換先ノードへのマッピング）

ほかのオブジェクトで定義したファンクションや変換元ノードから，変換先ノードへのマッピング線を定義
します。

(1) 定義項目
定義項目を次の表に示します。
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表 6‒27

CopyObjects 定義

項目名
Name

定義内容

定義できる値

マッピング名

NCName 型の値

補足説明
必須項目です。Objects 内で，重複して同じ
Name を定義できません。
マッピング定義では使用されない項目です。

Input

入力

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照

必須項目です。

Output

出力

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照

必須項目です。

Dependency

依存対象

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
図 6‒63

398

CopyObjects 定義例 1

依存対象にできる LoopObjects を複数定義
している場合は，必須です。依存対象にでき
る LoopObjects が 1 つの場合は，その
LoopObjects を依存対象として設定しま
す。LoopObjects の定義については，
「6.14.18 LoopObjects（くり返しファンク
ション）」を参照してください。

6

図 6‒64

CopyObjects 定義例 2

図 6‒65

CopyObjects 定義例 3

データ変換の定義
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6.14.3

ConcatenateObjects（文字列連結ファンクション）

文字列連結ファンクション（concat）を定義します。

(1)

定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒28

ConcatenateObjects 定義項目

項目名

定義内容

Name

ファンクション名

定義できる値
NCName 型の値

補足説明
定義できる値については，
「6.14.24 同一の
Name 要素を複数行に定義できるオブジェ
クト」を参照してください。

Input

(2)

入力

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照

同じ Name 内で複数定義できます。
値は，定義された順にリストに設定します。

定義例
定義例を次の図に示します。
図 6‒66

6.14.4

ConcatenateObjects 定義例

SubstringObjects（部分文字列取得ファンクション）

部分文字列取得ファンクション（substr）を定義します。
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定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒29

SubstringObjects 定義項目

項目名

定義内容

Name

ファンクション名

Input

入力

Acquisition

指定方法

定義できる値
NCName 型の値

補足説明
必須項目です。Objects 内で，重複して同じ
Name を定義できません。

「6.12.2 マッピング定義
の設定」を参照
"left"，"right"，

"division"のどれか

−

必須項目です。
"left"の場合
指定方法は「先頭からの範囲指定」を設定し
ます。
"right"の場合
指定方法は「末尾からの範囲指定」を設定し
ます。
"division"の場合
指定方法は「分割文字列指定」を設定しま
す。

Start

開始位置

1〜2,147,483,647 の整数

Acquisition が"left"または"right"の場合，必須
項目です。
上記以外の場合，設定値を取り込みません。

Count

文字数

0〜2,147,483,647 の整数
または空

Acquisition が"left"または"right"で Count が
空の場合，「開始位置から以降全て」に設定しま
す。
Acquisition が"left"および"right"以外の場合，
設定値を取り込みません。

String

分割文字列

Part

取得部位

1,024 文字以内の文字列
（改行は定義できない）
"pre"または"post"

Acquisition が"division"の場合，必須項目です。
上記以外の場合，設定値を取り込みません。
Acquisition が"division"の場合，必須項目です。
上記以外の場合，設定値を取り込みません。
"pre"の場合
取得部位は「前」を設定します。
"post"の場合
取得部位は「後」を設定します。

（凡例）
−：該当する項目はありません。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
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図 6‒67 SubstringObjects 定義例 1
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図 6‒68

データ変換の定義

SubstringObjects 定義例 2
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図 6‒69 SubstringObjects 定義例 3

6.14.5

LengthObjects（文字数取得ファンクション）

文字数取得ファンクション（length）を定義します。

(1)

定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒30

LengthObjects 定義項目

項目名

定義内容

Name

ファンクション名

Input

入力

（凡例）
−：該当する項目はありません。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。

404

定義できる値
NCName 型の値

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照

補足説明
必須項目です。Objects 内で，重複して同じ
Name を定義できません。
−

6

図 6‒70

6.14.6

データ変換の定義

LengthObjects 定義例

ContainObjects（文字列調査ファンクション）

文字列調査ファンクション（contain）を定義します。

(1)

定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒31

ContainObjects 定義項目

項目名

定義内容

Name

ファンクション名

Input

入力

Check

調査種別

定義できる値
NCName 型の値

補足説明
必須項目です。Objects 内で，重複して同じ
Name を定義できません。

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照
"include"または"start"

−

必須項目です。
"include"の場合
調査種別は「指定文字列を含む」を設定
します。
"start"の場合
調査種別は「指定文字列から開始」を設
定します。

String

調査対象文字列

1,024 文字以内の文字列（改行
は定義できない）

−

（凡例）
−：該当する項目はありません。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
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図 6‒71 ContainObjects 定義例

6.14.7

TrimObjects（空白除去ファンクション）

空白除去ファンクション（trim）を定義します。

(1)

定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒32

TrimObjects 定義項目

項目名

定義内容

Name

ファンクション名

Input

入力

（凡例）
−：該当する項目はありません。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
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定義できる値
NCName 型の値

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照

補足説明
必須項目です。Objects 内で，重複して同じ
Name を定義できません。
−

6

図 6‒72
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TrimObjects 定義例

FormatObjects（数値フォーマット変換ファンクション）

数値フォーマット変換ファンクション（format）を定義します。

(1) 定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒33

FormatObjects 定義項目

項目名

定義内容

Name

ファンクション名

Input

入力

Pattern

パターン

定義できる値
NCName 型の値

補足説明
必須項目です。Objects 内で，重複し
て同じ Name を定義できません。

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照

−

• 変換後の
java.text.DecimalFormat
クラスの形式のパターン文字
列

−

• 1,024 文字以内（改行は定義
できない）
ChangeSymbol

記号の変更

"y"または"n"

必須項目です。
"y"の場合
記号の変更は「有」を設定します。
"n"の場合
記号の変更は「無」を設定します。

DecimalSeparator

小数点文字

1 桁の文字

ChangeSymbol が"y"の場合，必須項
目です。
上記以外の場合，設定値を取り込みま
せん。
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項目名

定義内容

GroupingSeparator

桁区切り文字

定義できる値
1 桁の文字

補足説明
ChangeSymbol が"y"の場合，必須項
目です。
上記以外の場合，設定値を取り込みま
せん。

（凡例）
−：該当する項目はありません。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
図 6‒73

6.14.9

FormatObjects 定義例

CalculateObjects（数値演算ファンクション）

数値演算ファンクション（calc）を定義します。

(1)

定義項目
定義項目を次の表に示します。
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CalculateObjects 定義項目

項目名

定義内容

Name

ファンクション名

Input1

入力 1

Operation

演算

Input2

入力 2

定義できる値
NCName 型の値

補足説明
必須項目です。Objects 内で，重複して同じ
Name を定義できません。

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照
"+"，"-"，"*"，"/"，"%"のどれ
か

−

必須項目です。

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照

−

（凡例）
−：該当する項目はありません。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
図 6‒74

CalculateObjects 定義例

6.14.10 RoundObjects（端数処理ファンクション）
端数処理ファンクション（round）を定義します。

(1)

定義項目
定義項目を次の表に示します。
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表 6‒35

RoundObjects 定義項目

項目名

定義内容

Name

ファンクション名

Input

入力

Type

端数処理種別

定義できる値
NCName 型の値

補足説明
必須項目です。Objects 内で，重複して同じ
Name を定義できません。

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照
"off"，"down"，"up"のどれか

−

必須項目です。
"off"の場合
端数処理種別は「四捨五入」を設定しま
す。
"down"の場合
端数処理種別は「切り捨て」を設定しま
す。
"up"の場合
端数処理種別は「切り上げ」を設定しま
す。

（凡例）
−：該当する項目はありません。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
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RoundObjects 定義例

6.14.11 SumObjects（総和ファンクション）
総和ファンクション（sum）を定義します。

(1) 定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒36

SumObjects 定義項目

項目名

定義内容

Name

ファンクション名

Input

入力

定義できる値
NCName 型の値

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照

補足説明
定義できる値については，
「6.14.24 同一の
Name 要素を複数行に定義できるオブジェ
クト」を参照してください。
同じ Name 内で複数定義できます。
ただし，同じ Name 内で同じ Input を複数
指定できません。
値は，定義された順にリストに設定します。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
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図 6‒76 SumObjects 定義例

6.14.12 NotObjects（否定演算ファンクション）
否定演算ファンクション（not）を定義します。

(1)

定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒37

NotObjects 定義項目

項目名

定義内容

Name

ファンクション名

Input

入力

（凡例）
−：該当する項目はありません。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
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定義できる値
NCName 型の値

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照

補足説明
必須項目です。Objects 内で，重複して同じ
Name を定義できません。
−

6

図 6‒77
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NotObjects 定義例

6.14.13 BitOpObjects（論理演算ファンクション）
論理演算ファンクション（bitop）を定義します。

(1) 定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒38

BitOpObjects 定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName 型の値

必須項目です。Objects 内で，重複して同じ
Name を定義できません。

Operation

演算

"and"，"or"，"xor"のどれか

必須項目です。

Input1

入力 1

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照

−

Input2

入力 2

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照

−

（凡例）
−：該当する項目はありません。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
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図 6‒78 BitOpObjects 定義例

6.14.14 ShiftObjects（シフト演算ファンクション）
シフト演算ファンクション（shift）を定義します。

(1)

定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒39

ShiftObjects 定義項目

項目名

定義内容

定義できる値
NCName 型の値

補足説明

Name

ファンクション名

必須項目です。Objects 内で，重複して同
じ Name を定義できません。

Input

入力

ShiftAmount

シフト量（ビット）

0〜64 の数値

必須項目です。

OutputSize

出力サイズ（ビット）

1〜64 の数値

必須項目です。

ShiftDirection

シフト方向

"left"または"right"

必須項目です。

ShiftType

シフト種別

"arithmetic"または"logical"

ShiftDirection が"right"の場合，必須項目
です。

「6.12.2 マッピング定義の
設定」を参照

−

上記以外の場合，設定値を取り込みません。
"arithmetic"は，算術シフトです。
"logical"は，論理シフトです。
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（凡例）
−：該当する項目はありません。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
図 6‒79

ShiftObjects 定義例

6.14.15 NameObjects（ノード名取得ファンクション）
ノード名取得ファンクション（name）を定義します。

(1)

定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒40

NameObjects 定義項目

項目名

定義内容

Name

ファンクション名

Input

入力

定義できる値
NCName 型の値

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照

補足説明
必須項目です。Objects 内で，重複して同じ
Name を定義できません。
−
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（凡例）
−：該当する項目はありません。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
図 6‒80

NameObjects 定義例

6.14.16 CountObjects（ノード数取得ファンクション）
ノード数取得ファンクション（count）を定義します。

(1)

定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒41

CountObjects 定義項目

項目名

定義内容

Name

ファンクション名

Input

入力

（凡例）
−：該当する項目はありません。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
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定義できる値
NCName 型の値

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照

補足説明
必須項目です。Objects 内で，重複して同じ
Name を定義できません。
−

6

図 6‒81
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CountObjects 定義例

6.14.17 ExistObjects（ノード調査ファンクション）
ノード調査ファンクション（exist）を定義します。

(1)

定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒42

ExistObjects 定義項目

項目名

定義内容

Name

ファンクション名

Input

入力

定義できる値
NCName 型の値

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照

補足説明
必須項目です。Objects 内で，重複して同じ
Name を定義できません。
−

（凡例）
−：該当する項目はありません。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
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図 6‒82 ExistObjects 定義例

6.14.18 LoopObjects（くり返しファンクション）
くり返しファンクション（loop）を定義します。

(1)

定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒43

LoopObjects 定義項目

項目名

定義内容

定義できる値
NCName 型の値

補足説明

Name

ファンクション名

定義できる値については，「6.14.24 同一の
Name 要素を複数行に定義できるオブジェクト」
を参照してください。

Input

入力

「6.12.2 マッピング
定義の設定」を参照

同じ Name 内で 1 つだけ定義できます。※1

RelationalPath

連携パス

「6.12.2 マッピング
定義の設定」を参照

同じ Name 内で複数定義できます。※1
値は，定義された順にリストに設定します。

SortKey

ソート条件/キー

「6.12.2 マッピング
定義の設定」を参照

同じ Name 内で複数定義できます。※2※3

SortOrder

ソート条件/順序

"ascending"または
"descending"

同じ Name 内で複数定義できます。※2※3
"ascending"の場合
ソート条件/順序は「昇順」を設定します。
"descending"の場合
ソート条件/順序は「降順」を設定します。

SortLanguage

ソート条件/言語

"auto"，"ja"，"en"の
どれか

同じ Name 内で複数定義できます。※2※3
"auto"の場合
ソート条件/言語は「自動」を設定します。
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項目名
SortLanguage

定義内容
ソート条件/言語

定義できる値
"auto"，"ja"，"en"の
どれか

データ変換の定義

補足説明
"ja"の場合
ソート条件/言語は「日本語」を設定します。
"en"の場合
ソート条件/言語は「英語」を設定します。

SortDataType

ソート条件/データタ
イプ

"text"または
"numeric"

同じ Name 内で複数定義できます。※2※3
"text"の場合
ソート条件/データタイプは「テキスト」を設定
します。
"numeric"の場合
ソート条件/データタイプは「数値」を設定しま
す。

SortCase

ソート条件/優先順位

"upper"または
"lower"

SortDataType が"text"の場合，必須項目です。
上記以外の場合，設定値を取り込みません。
同じ Name 内で複数定義できます。※2※3
"upper"の場合
ソート条件/優先順位は「大文字」を設定しま
す。
"lower"の場合
ソート条件/優先順位は「小文字」を設定しま
す。

注※1
同じ Name 内で定義されている Input と RelationalPath は，お互いが同じノード，または祖先・子孫の関係になる
ノードは設定できません。
注※2
同じ行の中で，ソート条件項目（SortKey，SortOrder，SortLanguage，SortDataType，SortCase）のどれか 1
つでも設定した場合は，必須項目です。
注※3
ソート条件は，定義された順にリストに設定します。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
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図 6‒83 LoopObjects 定義例 1

図 6‒84 LoopObjects 定義例 2
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図 6‒85
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LoopObjects 定義例 3

6.14.19 ChooseObjects（選択ファンクション）
選択ファンクション（choose）を定義します。

(1)

定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒44

ChooseObjects 定義項目

項目名

定義内容

Name

ファンクション名

Condition

条件

定義できる値
NCName 型の値

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照

補足説明
定義できる値については，
「6.14.24 同一の
Name 要素を複数行に定義できるオブジェ
クト」を参照してください。
同じ Name 内で複数定義できます。※
どの条件にも合致しない場合の定義を行う
ときは，"#other"を指定します。同じ
Name 内で"#other"を指定できるのは 1 行
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項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Condition

条件

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照

だけです。また，同じ Name 内で
"#other"を 1 つも指定しなかった場合，「ど
の条件にも合致しない場合」の出力値は，
「出
力なし」を仮定します。

OutputValue

出力値

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照

同じ Name 内で複数定義できます。※
「空ノード」の場合は"#empty"，
「出力なし」
の場合は"#notoutput"を指定します。

注※
条件と出力値は，定義された順にリストに設定します。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
図 6‒86

ChooseObjects 定義例

6.14.20 ReplaceObjects（値置換えファンクション）
値置換えファンクション（replace）を定義します。
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定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒45

ReplaceObjects 定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

Name

ファンクション名

NCName 型の値

Input

入力

TableID

変換テーブル ID

1,024 文字以内の文字列（改

KeyColumn

検索キー列指定

"left"または"right"

補足説明
必須項目です。Objects 内で，重複して同じ
Name を定義できません。

「6.12.2 マッピング定義の
設定」を参照

−

−

行は定義できない）

必須項目です。
"left"の場合
検索キー列指定は「左列」を設定します。
"right"の場合
検索キー列指定は「右列」を設定します。

FaultError

検索失敗時の動作

"y"または"n"

必須項目です。
"y"の場合
検索失敗時の動作は「変換エラー」を設
定します。
"n"の場合
検索失敗時の動作は「デフォルト値を代
入」を設定します。

DefaultValue

値

1,024 文字以内の文字列（改
行は定義できない）

SortDataType が"y"の場合，設定値を取り
込みません。

（凡例）
−：該当する項目はありません。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
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図 6‒87 ReplaceObjects 定義例

6.14.21 RadixObjects（基数変換ファンクション）
基数変換ファンクション（radix）を定義します。

(1)

定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒46

RadixObjects 定義項目

項目名

定義内容

Name

ファンクション名

Input

入力

InputRadix

入力基数

定義できる値
NCName 型の値

補足説明
必須項目です。Objects 内で，重複して同じ
Name を定義できません。

「6.12.2 マッピング定義の設
定」を参照
"hexadecimal"，"decimal"，
"binary"のどれか

−

必須項目です。
"hexadecimal"は，16 進数。
"decimal"は，10 進数。
"binary"は，2 進数。
入力基数と出力基数に同じ基数を定義でき
ません。
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項目名
OutputRadix

定義内容
出力基数

定義できる値
"hexadecimal"，"decimal"，
"binary"のどれか

データ変換の定義

補足説明
必須項目です。
"hexadecimal"は，16 進数。
"decimal"は，10 進数。
"binary"は，2 進数。
入力基数と出力基数に同じ基数を定義でき
ません。

（凡例）
−：該当する項目はありません。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
図 6‒88

RadixObjects 定義例

6.14.22 CustomObjects（カスタムファンクション）
カスタムファンクション（custom）を定義します。
カスタムファンクションで指定するクラスと引数にはコメントが存在します。ただし，Excel を利用した
マッピングではこれらの項目のインポートはサポートしません。
パッケージとクラスは別々に定義し，マッピング定義エディタの画面上では「クラス」の項目に Excel で
定義した「パッケージ＋クラス」の値を設定します。
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(1)

定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒47

CustomObjects 定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName 型の値

Jar

JAR ファイル

100 文字以内の NCName
型の値

※1

255 文字以内の NCName
型の値

※1

100 文字以内の NCName
型の値

※1

100 文字以内の NCName
型の値

※1

Package

パッケージ

Class

クラス

Method

メソッド

定義できる値については，「6.14.24 同一
の Name 要素を複数行に定義できるオブ
ジェクト」を参照してください。
同じ Name 内で 1 つだけ定義できます。

同じ Name 内で 1 つだけ定義できます。

同じ Name 内で 1 つだけ定義できます。

同じ Name 内で 1 つだけ定義できます。
メソッド名だけを設定し，後ろの"()"は付加
しません。

ReturnType

戻り値の型

"String"または"NodeList"だ
け

同じ Name 内で 1 つだけ定義できます。
※1※2

Argument

引数

100 文字以内の NCName
型の値

同じ Name 内で複数定義できます。※3※4

ArgumentType

引数の型

"String"または"Object"だけ

同じ Name 内で複数定義できます。※2※3
※4

Input

入力値

「6.12.2 マッピング定義の
設定」を参照

同じ Name 内で複数定義できます。
値は，定義された順にリストに設定します。

注※1
変換ファンクション定義項目（Jar，Package，Class，Method，ReturnType）を指定する場合は，同じ Name 内
の先頭行で必ず指定します。同じ Name 内の先頭行以外は，先頭行と同じ値または空を指定します。
注※2
ReturnType が"String"の場合，ArgumentType は"String"だけ，ReturnType が"NodeList"の場合，ArgumentType
は"Object"だけ定義できます。
注※3
同じ行の中で，引数項目（Argument，ArgumentType）のどれか 1 つでも設定した場合は必須項目です。
注※4
引数は，定義された順にリストに設定します。

(2) 定義例
定義例を次の図に示します。
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図 6‒89
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CustomObjects 定義例

6.14.23 ConstantObjects（定数ファンクション）
定数ファンクション（const）を定義します。
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(1)

定義項目
定義項目を次の表に示します。
表 6‒48

ConstantObjects 定義項目

項目名

定義内容

定義できる値

補足説明

Name

ファンクション名

NCName 型の値

必須項目です。Objects 内で，重複して同じ
Name を定義できません。

Type

型

"string"，"number"，
"boolean"，"notoutput"，
"empty"のどれか

必須項目です。
"string"の場合
型は「文字列」を設定します。
"number"の場合
型は「数値」を設定します。
"boolean"の場合
型は「論理値」を設定します。
"notoutput"または"empty"の場合
型は「特殊ノード」を設定します。

Value

値

• Type が"string"の場合，
1,024 文字以内の文字列
（改行は定義できない）
• Type が"number"の場合，
1,024 桁以内の数値
• Type が"boolean"の場
合，"true"または"false"※

Type が"boolean"または"number"の場合，
必須項目です。
Type が"notoutput"または"empty"の場合，
設定値を取り込みません。
Type が"notoutput"の場合
値は「ノード出力なし」を設定します。
Type が"empty"の場合
値は「空ノード」を設定します。

注※
大文字および小文字は区別されません。

(2)

定義例
定義例を次の図に示します。
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ConstantObjects 定義例

6.14.24 同一の Name 要素を複数行に定義できるオブジェクト
一部の Objects では，同一の Name 要素を複数行に定義することができます。同一の Name 要素の行は
同じ 1 つのオブジェクトに対する定義と見なされ，複数の値の定義で使用できます。この場合，値は定義
された順にリストに設定されます。

429

6

データ変換の定義

同一の Name 要素を複数行に定義できるオブジェクト，およびそのオブジェクトで複数の値を定義できる
項目を次の表に示します。
表 6‒49
#

同一の Name 要素を複数行に定義できるオブジェクト

オブジェクト

複数の値を定義できる項目

1

ConcatenateObjects

Input

2

SumObjects

Input

3

LoopObjects

RelationalPath, SortKey, SortOrder, SortLanguage, SortDataType, SortCase

4

ChooseObjects

Condition, OutputValue

5

CustomObjects

Argument, ArgumentType, Input

同一の Name 要素は連続する行でだけ定義できます。連続しない行に同一の Name 要素を定義した場合
は検証時にエラーになります。また，2 行目以降で Name 要素が省略された場合は，上の行の値が設定さ
れます。
同一の Name 要素を複数行に定義した場合の例を次の図に示します。
図 6‒91
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Excel を利用したマッピング定義時の注意事項

Excel でマッピングを定義するときの注意事項を次に示します。
• Excel のオートフォーマット機能によって，入力値が別の値に置き換わるおそれがあります。そのため，
［セルの書式設定］の表示形式を［文字列］にすることを推奨します。
• Excel に入力した値は，大文字・小文字が区別されます。
• データ変換定義画面上で設定できない定義がされた場合，インポート時にエラーになります。設定でき
ない定義とは，同じファンクションを複数の入力値から参照する定義などのことです。
• データ変換定義画面上で非活性となる項目には，データ変換定義画面上でファンクションを配置したと
きのデフォルトの値が設定されます。
• XML 要素の対応づけをしたセルは，Excel のテーブルとなります。テーブルについては，Excel のヘル
プを参照してください。
• XML 要素の対応づけをしたテーブルで不要な行を削除する場合，セルを空にするのではなく，行を削
除してください。行を削除していないと，すべて空のセルであっても空行としてエクスポートされるた
め，必須項目がある場合，インポート時にエラーとなります。
• 旧バージョンのテンプレートファイルを使用して，かつ新しい定義を使用する場合，次のどちらかの作
業を実施する必要があります。

• 新しいテンプレートファイルを取得し直す。
手順については，「6.12.1(1)

テンプレートファイルを利用する場合」を参照してください。

• 旧バージョンのテンプレートファイルをそのまま使用し，表形式 XML スキーマ定義ファイルを再度
対応づける。
手順については，
「6.12.1(2)
参照してください。

表形式 XML スキーマ定義ファイルを基に要素を対応づける場合」を

• 不正な操作によって，手動で意図的な操作をしていなくても Excel 上に空行ができてしまうことがあり
ます。不正な操作とは，テンプレートファイルを複数の定義で再利用する，過去に作成した不正な表形
式 XML ファイルをテンプレートファイルにインポートするなどを指します。空行ができてしまった場
合，その空行の行を削除してください。
• Excel のセルにホワイトスペース（半角空白，タブ，ラインフィード，キャリッジリターン）だけの定
義が存在する状態でエクスポートし，出力された表形式 XML ファイルを再度 Excel にインポートする
とホワイトスペースだけの定義が削除されます。そのため，エクスポート時に出力される表形式 XML
ファイルのルート要素（Mapping）に次の属性を追加してください。
• xml:space="preserve"
• Excel2010 以外を使用して「6.12.1(2) 表形式 XML スキーマ定義ファイルを基に要素を対応づける
場合」の手順を実施すると，
「名前空間の接頭文字には，予約語'xml'を使用できません。」というエラー
メッセージが表示されることがあります。エラーが発生した場合，次の作業を実施して再度表形式
XML スキーマ定義ファイルを追加してください。
• 表形式 XML スキーマ定義ファイル（dt_import_mapping.xsd）を開いて xsd:schema 要素に定義
されている名前空間接頭辞 xmlns:xml（xmlns:xml=http://www.w3.org/XML/1998/
namespace）の定義を削除してください。
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6.16

名前空間接頭辞オプション

名前空間接頭辞オプションによって，名前空間接頭辞を付けるかを設定できます。マッピング定義エディタ
の，変換元ビューア，変換先ビューア，またはマッピングビューアから設定します。コンテキストメニュー
を表示して，
「名前空間接頭辞を XML に出力する」オプションを有効または無効にします。
次に該当する場合，名前空間接頭辞を XML に出力しない設定でも XSLT の仕様によって名前空間接頭辞が
付加されます。
• any 要素や anyAttribute 属性のマッピングで入力 XML に接頭辞があった場合
• カスタムファンクションで接頭辞を明示的または暗黙的につけた場合
• 属性に名前空間がある場合
旧バージョンのマッピング定義ファイルを開いた場合，「名前空間接頭辞を XML に出力する」は，有効な
状態に設定されています。

6.16.1

名前空間接頭辞オプションのデフォルト値設定

eclipse.ini でプロパティを設定することで，名前空間接頭辞オプションのデフォルト値を設定できます。こ

のデフォルト値によって，マッピング定義を新規に定義したときの「名前空間接頭辞を XML に出力する」
オプションの有効／無効が決定されます。eclipse.ini は次のディレクトリに格納されています。
<Eclipseのインストールディレクトリ>\eclipse
プロパティの設定内容を次に示します。
表 6‒50

名前空間接頭辞オプションのデフォルト値の設定
プロパティ値※

プロパティ名
cscte.dt.default.output.namespace.prefix

説明

true

「名前空間接頭辞を XML に出力す
る」の設定が有効な状態をデフォル
ト値とする。

false

「名前空間接頭辞を XML に出力す
る」の設定が無効な状態をデフォル
ト値とする。

注※
プロパティ値の指定は，大文字小文字の区別をしません。
プロパティ値の指定がない場合，および有効でない値が設定された場合は，true で処理します。

eclipse.ini のプロパティ値の設定例を次に示します。
-Dcscte.dt.default.output.namespace.prefix=false
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提供しているカスタムファンクション

サービスプラットフォームでは，次に示す 4 つのカスタムファンクションを提供しています。
なお，カスタムファンクションの詳細については，「6.5.23
呼び出す」参照してください。
表 6‒51

ユーザが作成した任意の Java プログラムを

関数の一覧

#

メソッド名

機能概要

1

getWorkFolderPath

作業フォルダのパスを取得する関数

2

currentDateTime

システム日付を取得する関数

3

lrtrim

文字列の前後の空白を削除する関数

4

getSystemEnv

システム環境変数を取得する関数

以降で各カスタムファンクションの詳細を説明します。

6.17.1

getWorkFolderPath（作業フォルダパス取得関数）

引数に指定したリクエスト ID に該当する作業フォルダのパスを取得する関数です。
また，作業フォルダのパスの末尾にセパレータを付与するか否かを指定できます。
作業フォルダのルート以降のセパレータは，OS に依存します。

(1)

関数仕様
関数仕様を次の表に示します。
表 6‒52

getWorkFolderPath の関数仕様

#

項目

値

1

パッケージ

jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.customfunc

2

クラス

CSCCustomfunc

3

メソッド

getWorkFolderPath

4

引数 1

requestId
リクエスト ID

5

引数 1 の型

java.lang.String

6

引数 2

endSeparatorFlag
末尾のセパレータの付与有無
0 を指定した場合，作業フォルダのパスの末尾にセパレータを付与しない
1 を指定した場合，作業フォルダのパスの末尾にセパレータを付与する※

7

引数 2 の型

java.lang.String

8

戻り値

リクエスト ID に該当する作業フォルダのパス

9

戻り値の型

java.lang.String
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注※
0，または 1 以外を指定した場合，0 を指定したものとみなします。

6.17.2

currentDateTime（システム日付取得関数）

引数に指定したフォーマットでカスタムファンクション実行時のシステム日時を取得する関数です。取得
時刻はローカルタイムのみとします。

(1)

関数仕様
関数仕様を次の表に示します。
表 6‒53

currentDateTime の関数仕様

#

項目

値

1

パッケージ

jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.customfunc

2

クラス

CSCCustomfunc

3

メソッド

currentDateTime

4

引数

format
日付時刻フォーマット（java.text.SimpleDateFormat に準拠）

5

引数の型

java.lang.String

6

戻り値

システム日付時刻

7

戻り値の型

java.lang.String

(2)

変換例
システム日付が「2015 年 06 月 03 日 16 時 29 分 03 秒」の場合の変換例を次の表に示します。
表 6‒54
#

変換例
引数に指定した値

戻り値

1

""（空文字）

""（空文字）

2

x

エラーが発生します

3

yyyy-MMdd'T'HH:mm:ss.SSSXXX

2015-06-03T16:29:03.590+09:00

6.17.3

lrtrim（前後空白除去関数）

引数に指定した文字列の前後の空白を除去する関数です。この関数は，java.lang.String#trim を実行して
います。

(1)

関数仕様
関数仕様を次の表に示します。
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lrtrim の関数仕様

#

項目

値

1

パッケージ

jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.customfunc

2

クラス

CSCCustomfunc

3

メソッド

lrtrim

4

引数

value
空白除去対象となる文字列

5

引数の型

java.lang.String

6

戻り値

空白除去後の文字列

7

戻り値の型

java.lang.String

(2)

変換例
変換例を次の表に示します。
表 6‒56

変換例

#

引数に指定した値

戻り値

1

""（空文字）

""（空文字）

2

a△△a※

a△△a

3

△△a△△a△△※

a△△a

4

△□aa□※

□aa□

注※
△：半角スペース
□：全角スペース

6.17.4

getSystemEnv（環境変数取得関数）

引数に指定した環境変数名に該当するシステム環境変数を取得する関数です。この関数は，
java.lang.System#getenv を実行しています。
なお，存在しない環境変数を指定した場合，空文字を返します。

(1)

関数仕様
関数仕様を次の表に示します。
表 6‒57

getSystemEnv の関数仕様

#

項目

値

1

パッケージ

jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.customfunc

2

クラス

CSCCustomfunc

3

メソッド

getSystemEnv
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#

項目

4

引数

値
name
値を取得したい環境変数名

5

引数の型

java.lang.String

6

戻り値

環境変数の値

7

戻り値の型

java.lang.String

(2)

変換例
サービスプラットフォームが「C:\Program Files\Hitachi\Cosminexus」ディレクトリにインストールさ
れた場合の変換例を次の表に示します。

表 6‒58
#

変換例
引数に指定した値

戻り値

1

""（空文字）※

""（空文字）

2

aa※

""（空文字）

3

COSMINEXUS_HOME

C:\Program Files\Hitachi\Cosminexus

注※
存在しない環境変数名を指定した場合

6.17.5

使用手順

サービスプラットフォームで提供しているカスタムファンクションの使用手順を次に示します。

(1)

開発環境の設定
1. Eclipse のメニューから［ウィンドウ］−［設定］を選択します。
［設定］ダイアログが表示されます。
2. 左ペインで［HCSC-Definer］−［データ変換］を選択します。
データ変換定義画面の設定項目が表示されます。
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3.［カスタムファンクション］タブをクリックします。
［設定］ダイアログの［カスタムファンクション］タブが表示されます。

4.［参照］ボタンをクリックします。
ファイルの選択画面が表示されます。
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5. <サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSCTE\resources\customfunc ディレ

クトリに格納されている変換ファンクション定義ファイル（CSCCustomFunc.xml）を選択し，
［OK］
ボタンをクリックします。
変換ファンクション定義ファイルが選択されます。

6.［OK］ボタンをクリックします。
変換ファンクション定義ファイルが登録されます。
7. マッピング定義のパレットからカスタムファンクション（custom）を選択し，マッピングビューアに
配置します。
8. 次のどちらかの方法で［カスタム］ダイアログを表示させます。
• カスタムファンクションを右クリックして，［設定］を選択します。
• カスタムファンクションをダブルクリックします。
9.［変換ファンクション選択］ボタンをクリックします。
［変換ファンクション選択］ダイアログが表示されます。
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10. カスタムファンクションから呼び出すメソッドを選択し，［OK］ボタンをクリックします。
［変換ファンクション選択］ダイアログが閉じ，［カスタム］ダイアログが表示されます。

11.［引数名］に対応する入力値を［入力値］に指定します。
指定した入力値が引数に設定されます。
12.［OK］ボタンをクリックします。
カスタムファンクションが設定されます。
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(2)

実行環境の設定
1. <サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSCTE\resources\customfunc\userlib

ディレクトリに格納されている jar ファイル（CSCCustomfunc.jar）を HCSC サーバに格納します。
HCSC サーバに jar ファイルを格納する方法の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォー
ム システム構築・運用ガイド」の「2.3.9 カスタムファンクションで使用する jar ファイルを格納す
る」を参照してください。

2.（1）で作成したマッピング定義を含むサービスを配備定義し，開始します。
配備定義方法の詳細については，「7.5.1

配備から開始までの処理の流れ」を参照してください。

3. サービスを実行すると，カスタムファンクションが実行されます。
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この章では，HCSC コンポーネントのパッケージングと配備定義について説
明します。
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7.1

パッケージングと配備定義

定義した HCSC コンポーネントは，パッケージングしたり，どのクラスタ（または単一の HCSC サーバ）
に配備するか決めたり（配備定義）します。
ユーザは，配備定義をする前にリポジトリをインポートする必要があります。また，配備定義したあとにリ
ポジトリをエクスポートして，運用環境に配備定義したシステム構成定義を提供します。システム構成定義
の内容に従って，運用環境から実行環境のクラスタ（または単一の HCSC サーバ）に HCSC コンポーネン
トを配備します。
開発環境では，配備定義をしたあとに，配備定義をした HCSC コンポーネントの情報を参照できます。
パッケージングから配備定義までの流れを次の図に示します。
図 7‒1

パッケージングから配備定義までの流れ

開発環境で定義した内容は，運用環境で HCSC コンポーネントとして配備されます。開発環境での定義と
運用環境で配備される HCSC コンポーネントの関係を次の図に示します。
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図 7‒2

HCSC コンポーネントのパッケージングと配備定義

開発環境での定義と運用環境で配備される HCSC コンポーネントの関係

なお，開発環境では HCSC コンポーネントのパッケージングと配備定義をし，運用環境では HCSC コン
ポーネントの配備と開始をしますが，これらの一連の処理を開発環境で一括して実行することもできます。
開発環境または運用環境で一つ一つ実施していた作業を，開発環境で一括実行するため，ユーザの操作負担
が軽減できます。ただし，一括実行は，システム開発時，または単体テストから結合テスト時を対象として
います。詳細については，
「7.5 HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する処理の一括実
行」および「7.6 HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する処理の一括実行」を参照
してください。
!

注意事項
• リポジトリの一部の情報だけをインポートした場合には，インポートしたリポジトリ情報に含まれる HCSC
コンポーネントをパッケージングする必要があります。
リポジトリの一部の情報だけのインポートについては，「3.2.3
ください。

リポジトリをインポートする」を参照して

• ワークスペースのビルドやクリーンをしている間は，HCSCTE 上でパッケージングなどの操作を実施しない
でください。
• サービスのオペレーション名を変更した場合は，そのサービスを呼び出しているビジネスプロセスを再パッ
ケージングしてください。
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7.2

パッケージング

実行環境に配備するために必要な HCSC コンポーネントに関するファイルを組み立てて，EAR ファイルを
作成します。これをパッケージングと呼びます。ここでは，サービスアダプタまたはビジネスプロセスをま
とめて HCSC コンポーネントと呼びます。
HCSC コンポーネントのパッケージングに伴い，パッケージング対象の HCSC コンポーネントと関連する
データ変換定義およびユーザ定義受付もパッケージングされます。
パッケージングを実行すると，HCSC コンポーネントが検証されます。よって，HCSC コンポーネントが
正しく定義されている場合はパッケージングできますが，正しく定義されていない場合はパッケージング時
の検証でエラーが発生します。パッケージングの前に，あらかじめ，HCSC コンポーネントを検証してお
くと，円滑にパッケージングできます。
パッケージングの方法を次に示します。
1. ツリービューのサービス定義一覧で，パッケージングする HCSC コンポーネントを右クリックして，
「パッケージング」または「複数パッケージング」を選択します。
• 「パッケージング」を選択した場合
メッセージダイアログが表示されます。
• 「複数パッケージング」を選択した場合
［複数パッケージング］ダイアログが表示されます。チェックボックスからパッケージングするサー
ビスをチェックして，［OK］ボタンをクリックします。
2. 次のどちらかの操作をします。
• パッケージングが成功した場合
［OK］ボタンをクリックします。
すでに EAR ファイルがある場合，上書きを確認するダイアログが表示されます。上書きしてよいと
きは，［はい］ボタンをクリックします。
• パッケージングが失敗した場合
ダイアログのメッセージに従って対処し，パッケージングを再実行します。
なお，パッケージングする前にサービスアダプタ，ビジネスプロセスおよびユーザ定義受付が保存されてい
ないときは，リソース保管ダイアログが表示され，定義を保存できます。複数のサービスアダプタ，ビジネ
スプロセスおよびユーザ定義受付が編集中の場合は，複数回ダイアログが表示されます。保存する場合は
［はい］ボタンをクリックします。これ以降，確認ダイアログを表示しないで，すべて保存する場合は［す
べてはい］ボタンをクリックします。
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HCSC コンポーネントの配備定義

配備定義とは，定義した HCSC コンポーネントをどのクラスタ（または単一の HCSC サーバ）に配備する
か決めることです。
ツリー形式で表示されるツリービューのシステム構成定義一覧で，クラスタ（または単一の HCSC サーバ）
の下位に表示される HCSC コンポーネントは，そのクラスタ（または単一の HCSC サーバ）に配備するよ
う定義されていることを表します。ツリービューのシステム構成定義一覧のクラスタ（または単一の
HCSC サーバ）の下位に，配備する HCSC コンポーネントを追加・削除して配備定義を行います。HCSC
コンポーネントの追加と削除の例を次の図に示します。
図 7‒3

HCSC コンポーネントの追加と削除

開発環境で配備定義し，更新されたシステム構成定義の内容に従って，運用環境でクラスタ（または単一の
HCSC サーバ）へ HCSC コンポーネントが配備されます。クラスタ（または単一の HCSC サーバ）への
配備方法の詳細については，次の個所を参照してください。
• マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「3.1.8
配備する」

サービスアダプタを

• マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「3.1.13
配備する」

ビジネスプロセスを

ここではクラスタ（または単一の HCSC サーバ）に HCSC コンポーネントを追加・削除して配備定義する
方法を説明します。
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なお，システム構成定義で定義されているサーバ構成とサービスの組み合わせによっては，配備定義できな
い場合があります。システム構成定義で定義されているサーバ構成とサービスの組み合わせによる配備定
義の可否を次の表に示します。
表 7‒1

配備定義の可否

システム構成定義で定義されているサーバ構成
項番

データベースの使用有
無

サービスの種別

Reliable Messaging
の使用有無

配備定義の可
否

1

使用する

使用する

すべて

○

2

使用しない

使用しない

ビジネスプロセス（永続化する）

×

3

ビジネスプロセス（永続化しない）

○

4

SOAP アダプタ

○

5

SessionBean アダプタ

○

6

MDB（WS-R）アダプタ

×

7

MDB（DB キュー）アダプタ

×

8

DB アダプタ

○

9

TP1 アダプタ

○

10

ファイルアダプタ

○

11

Object Access アダプタ

○

12

Message Queue アダプタ

○

13

FTP アダプタ

○

14

ファイル操作アダプタ

○

15

メールアダプタ

○

16

HTTP アダプタ

○

17

汎用カスタムアダプタ

○

ビジネスプロセス（永続化する）

○

19

ビジネスプロセス（永続化しない）

○

20

SOAP アダプタ

○

21

SessionBean アダプタ

○

22

MDB（WS-R）アダプタ

×

23

MDB（DB キュー）アダプタ

×

24

DB アダプタ

○

25

TP1 アダプタ

○

26

ファイルアダプタ

○

18
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システム構成定義で定義されているサーバ構成
項番

データベースの使用有
無

27

使用する

Reliable Messaging
の使用有無
使用しない

サービスの種別

配備定義の可
否

Object Access アダプタ

○

28

Message Queue アダプタ

○

29

FTP アダプタ

○

30

ファイル操作アダプタ

○

31

メールアダプタ

○

32

HTTP アダプタ

○

33

汎用カスタムアダプタ

○

（凡例）
○：配備定義できます。
×：配備定義できません。

7.3.1

配備できるクラスタ（または単一の HCSC サーバ）

配備できるクラスタ（または単一の HCSC サーバ）は，ツリービューのシステム構成定義一覧に表示され
ます。表示される情報は，運用環境でセットアップしたクラスタ（または単一の HCSC サーバ）の構成情
報です。この情報は，運用環境でエクスポートしたリポジトリ情報を，開発環境でインポートして取得しま
す。
リポジトリのインポートについては，「3.2.3

7.3.2

リポジトリをインポートする」を参照してください。

クラスタに HCSC コンポーネントを追加する

クラスタ（または単一の HCSC サーバ）に HCSC コンポーネントを追加する方法を次に示します。なお，
HCSC コンポーネントをクラスタ（または単一の HCSC サーバ）に追加すると，追加した HCSC コンポー
ネントと関連するデータ変換定義およびユーザ定義受付もあわせて追加されます。
1. Eclipse のメニューから，［HCSC-Definer］−［システム構成定義一覧］を選択します。
ツリービューのシステム構成定義一覧に，クラスタ（または単一の HCSC サーバ）の一覧が表示され
ます。
2. クラスタ（または単一の HCSC サーバ）の一覧から HCSC コンポーネントを追加するクラスタ（また
は単一の HCSC サーバ）を選択し，ダブルクリックします。
クラスタの情報が表示されます。

3. 手順 2.で選択したクラスタ（または単一の HCSC サーバ）を右クリックして，
［サービス追加］または
［複数サービス追加］を選択します。
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• ［サービス追加］を選択した場合
［サービス追加］ダイアログが表示されます。
定義済みの HCSC コンポーネントを，パッケージングしたあとに編集した場合，その HCSC コン
ポーネントを追加対象にしてよいか確認するダイアログが表示されます。追加対象にしてよいとき
は，［はい］ボタンをクリックします。
• ［複数サービス追加］を選択した場合
［複数サービス追加］ダイアログが表示されます。
4. 追加するサービスを選択します。
• ［サービス追加］を選択した場合
追加する HCSC コンポーネントを［追加するサービス］のドロップダウンリストから選択します。
• ［複数サービス追加］を選択した場合
チェックボックスから追加するサービスをチェックします。
5.［OK］ボタンをクリックします。
追加した HCSC コンポーネント情報が表示されます。

7.3.3

クラスタから HCSC コンポーネントを削除する

クラスタ（または単一の HCSC サーバ）から HCSC コンポーネントを削除する方法を次に示します。な
お，HCSC コンポーネントをクラスタ（または単一の HCSC サーバ）から削除すると，追加した HCSC
コンポーネントと関連するデータ変換定義およびユーザ定義受付もあわせて削除されます。
1. ツリービューのシステム構成定義一覧から削除する HCSC コンポーネントを選択します。
2. 次のどちらかの方法で削除します。
• HCSC コンポーネントを右クリックして，
［サービス削除］または［複数サービス削除］を選択しま
す。
• ［Delete］キーを押します。
［複数サービス削除］を選択した場合は，［複数サービス削除］ダイアログが表示されます。チェック
ボックスから削除するサービスをチェックして，［OK］ボタンをクリックします。
削除を確認するダイアログが表示されます。削除してよいときは，［はい］ボタンをクリックします。
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HCSC コンポーネントの情報の参照

配備定義したあとに，配備定義をした HCSC コンポーネントの情報を参照できます。HCSC コンポーネン
トの情報は，HCSC コンポーネント情報表示画面に表示されます。HCSC コンポーネント情報表示画面の
詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.7 HCSC コンポーネン
ト情報表示画面」を参照してください。
また，HCSC コンポーネントに含まれるユーザ定義受付の情報も参照できます。ユーザ定義受付の情報は，
ユーザ定義受付情報表示画面に表示されます。ユーザ定義受付情報表示画面の詳細については，マニュアル
「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.8 ユーザ定義受付情報表示画面」を参照してくださ
い。

7.4.1

参照できる HCSC コンポーネントの情報

参照できる HCSC コンポーネントの情報を次に示します。

(1)

サービス部品の情報
サービス部品の情報として，次の情報を参照できます。
• インターフェース情報
サービス名（HCSC コンポーネント名）とオペレーションの組み合わせに対応した，オペレーション情
報，要求電文，応答電文，およびフォルト電文の情報を参照できます。
• サーバ情報
サービス部品を呼び出すことができるクラスタ（または単一の HCSC サーバ）のサービス種別ごとの
宛先を参照できます。
• オペレーション情報
インターフェース情報で指定したオペレーションの名称，および通信モデルを参照できます。
• 要求電文
標準電文フォーマット，および電文フォーマット ID を参照できます。
• 応答電文
標準電文フォーマット，および電文フォーマット ID を参照できます。
• フォルト電文
フォルト名，および電文フォーマットを参照できます。

(2)

ユーザ定義受付の情報
ユーザ定義受付の情報として，次の情報を参照できます。
• ユーザ定義受付情報
ユーザ定義受付の受付名，ポート名，および URL 情報を参照できます。

7.4.2

HCSC コンポーネントの情報を表示する

HCSC コンポーネントの情報を表示させる方法を次に示します。
1. Eclipse のメニューから，［HCSC-Definer］−［公開サービス一覧］を選択します。
ツリービューの公開サービス一覧に，HCSC コンポーネントの一覧が表示されます。
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2. HCSC コンポーネントの一覧から，情報を表示する HCSC コンポーネントを選択し，ダブルクリックし
ます。
HCSC コンポーネント情報表示画面に，HCSC コンポーネントの情報が表示されます。
3. 次に示す操作をします。
［オペレーション情報］，［要求電文］，［応答電文］，および［フォルト電文］の情報を参照する場合
［インタフェース情報］の［オペレーション］のドロップダウンリストから，情報を参照するオペ
レーションを選択します。
電文の内容を参照するときは，参照する電文（要求電文，応答電文，またはフォルト電文）の［表
示］ボタンをクリックします。
クラスタ（または単一の HCSC サーバ）のサービス種別ごとの宛先を参照する場合
［サーバ情報］の［サーバ名］に宛先を参照するクラスタ名が表示されます。
Web サービスで使用する WSDL ファイルを取得するときは，［WSDL 取得］ボタンをクリックし
ます。
SessionBean で使用する RMI-IIOP スタブファイルを取得するときは，［スタブ取得］ボタンをク
リックします。
ユーザ定義受付の情報を参照する場合
HCSC コンポーネント情報表示画面の下部の［ユーザ定義受付情報］タブをクリックして，ユーザ
定義受付情報表示画面を表示させます。

7.4.3

HCSC コンポーネントの一覧を更新する

HCSC コンポーネントが変更された場合，リポジトリ内の情報とツリービューのシステム構成定義一覧に
表示されている情報が不一致になる場合があります。このような場合，ツリービューのシステム構成定義一
覧の表示内容を最新の情報に更新できます。
更新方法を次に示します。
1. ツリービューのシステム構成定義一覧で，表示されている HCSC コンポーネントを選択しないで右ク
リックして，［更新］を選択します。
ツリービューのシステム構成定義一覧に表示されている HCSC コンポーネントの一覧が更新されま
す。
!

注意事項
ツリービューのシステム構成定義一覧に表示されるクラスタ（または単一の HCSC サーバ）の構成情報は，運
用環境でセットアップしたクラスタ（または単一の HCSC サーバ）の構成情報です。
ツリービューのシステム構成定義一覧に最新のサーバ構成一覧を表示するには，必要に応じて，運用環境でエク
スポートしたリポジトリ情報を開発環境でインポートします。インポートすると，自動的に表示が更新されま
す。
リポジトリのインポートについては，「3.2.3
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HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して
開始する処理の一括実行

HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する一連の処理を開発環境で一括実行できます。
開発環境または運用環境で一つ一つ実施していた作業を開発環境で一括実行するため，ユーザの操作負担を
軽減できます。なお，一括実行は，システム開発時，または単体テストから結合テスト時を対象としていま
す。
HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する処理の一括実行には，次の 2 つがあります。
• 選択した HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する。
• 開発環境で定義したすべての HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する。
ここでは，配備から開始までの処理の流れと操作方法について説明します。

7.5.1

配備から開始までの処理の流れ

HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する一連の処理の流れ，操作対象となる HCSC コ
ンポーネントの範囲，および HCSC コンポーネントの種類による処理の違いを次に説明します。

(1)

処理の流れ
HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する一連の処理の流れを次の図に示します。なお，
図の 2.〜6.は，ユーザが開発環境で操作すると，自動的に実行されます。
図 7‒4

配備から開始までの処理の流れ

1. ユーザは開発環境で一括実行を実施します。
2. 開発環境で HCSC コンポーネントがパッケージングされ，リポジトリに格納されます。
3. 配備定義され，リポジトリ内のシステム構成定義が更新されます。
4. 開発環境のリポジトリが運用環境に転送されます。
5. 開発環境で更新されたシステム構成定義を基に，運用環境から実行環境の HCSC サーバに HCSC コン
ポーネントが配備されます。
6. 実行環境の HCSC サーバに配備された HCSC コンポーネントが開始されます。
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(2)

操作対象となる HCSC コンポーネント
選択した HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する場合と，すべての HCSC コンポーネ
ントを HCSC サーバに配備して開始する場合とで，操作対象となる HCSC コンポーネントが異なります。
なお，ここでいう操作対象とは，配備から開始までの一連の処理が実行される HCSC コンポーネントのこ
とです。
選択した HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する場合
開発環境で選択した HCSC コンポーネントが操作対象となります。選択した HCSC コンポーネントが
ビジネスプロセスの場合，そのビジネスプロセスに定義されている HCSC コンポーネント（ビジネス
プロセス，サービスアダプタ，およびユーザ定義受付）も操作対象に含まれます。
ビジネスプロセスを選択した場合に操作対象となる HCSC コンポーネントの範囲を次の図に示しま
す。
図 7‒5

操作対象となる HCSC コンポーネントの範囲（ビジネスプロセスを選択した場合）

なお，ここでの「HCSC コンポーネントの参照」とは，ユーザ定義受付の追加とサービス呼出アクティ
ビティでの指定によって，ほかの HCSC コンポーネントを使用することです。
! 注意事項
ユーザ定義受付は，開発環境でビジネスプロセスと同時に処理されるため，ユーザ定義受付だけを操作対象
にすることはできません。

すべての HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する場合
開発環境で定義したすべての HCSC コンポーネントが操作対象になります。

(3)

HCSC コンポーネントの種類による処理の違い
操作対象の HCSC コンポーネントが，サービスアダプタの場合とビジネスプロセスの場合とで処理が異な
ります。
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サービスアダプタの場合
サービスアダプタが，すでにパッケージされている場合や配備定義（公開）されている場合は，再度
パッケージングや配備定義をしません。
ビジネスプロセスの場合
Java クラスを変更している可能性があるため，再度パッケージングをして配備定義します。

7.5.2

HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する方法

HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する方法について説明します。

(1) 前提条件
HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始するためには，次に示す条件を満たしている必要が
あります。
• システム開発時，または単体テストから結合テスト時を対象に実施してください。
• 開発環境，運用環境，および実行環境は，同一のマシンに構築してください。複数マシンの構成にした
場合，動作は保証できません。
• HCSC サーバはセットアップ済みの状態である必要があります。なお，セットアップは，単一の HCSC
サーバ構成で実施してください。HCSC 簡易セットアップを利用する場合も，単一の HCSC サーバ構
成でセットアップしてください。
• HCSC サーバおよびデータベースを起動しておいてください。

(2)
(a)

操作手順
選択した HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する場合
1. ツリービューのサービス定義一覧で，HCSC サーバに配備する HCSC コンポーネントを選択します。
2. 選択した HCSC コンポーネントを右クリックして，［サーバに配備して開始］を選択します。
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対象となる HCSC コンポーネントが編集中の場合と編集中でない場合とで，表示されるダイアログお
よびそのあとの手順が異なります。
対象となる HCSC コンポーネントが編集中の場合
編集中の HCSC コンポーネントの保管（非公開化）を確認するダイアログが表示されます。複数の
サービスおよびユーザ定義受付が編集中の場合は，複数回ダイアログが表示されます。保管する場
合は［はい］ボタンをクリックします。これ以降，確認ダイアログを表示しないで，すべて保管す
る場合は［すべてはい］ボタンをクリックします。保管しない場合は［キャンセル］ボタンをクリッ
クして，処理を終了します。
手順 3.に進みます。
対象となる HCSC コンポーネントが編集中でない場合
Eclipse 起動後，最初に一括実行を実施するときは，
［アカウント認証］ダイアログが表示されます。
ユーザ ID とパスワードを入力して［OK］ボタンをクリックすると処理が開始されます。Eclipse
起動後，2 回目以降に一括実行を実施するときは，すぐに処理が開始されます。
手順 4.に進みます。
3.［はい］ボタンまたは［すべてはい］ボタンをクリックします。
Eclipse 起動後，最初に一括実行を実施するときは，［アカウント認証］ダイアログが表示されます。
ユーザ ID とパスワードを入力して［OK］ボタンをクリックすると処理が開始されます。Eclipse 起動
後，2 回目以降に一括実行を実施するときはすぐに処理が開始されます。

なお，編集中の HCSC コンポーネントが配備定義されている（公開）か，配備定義されていない（非
公開）かによって，次のように処理が異なります。
HCSC コンポーネントが配備定義されている場合
配備定義されている HCSC コンポーネントを配備定義されていない状態にします。そのあと，編集
中の HCSC コンポーネントを保存して処理を開始します。
HCSC コンポーネントが配備定義されていない場合
編集中の HCSC コンポーネントを保存して処理を開始します。
4. 処理完了を伝えるダイアログが表示されたら，［OK］ボタンをクリックします。
5. 必要に応じて，次の内容を確認します。
配備定義されているかを確認する
ツリービューのシステム構成定義一覧に，選択した HCSC コンポーネントが追加されていることを
確認します。

上の例では，選択したビジネスプロセス（BP1），および選択したビジネスプロセスに定義されてい
るサービスアダプタ（WebService1）が追加されていることを確認できます。
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HCSC サーバに配備して開始されているかを確認する
HCSC-Manager にログインして，HCSC-Manager ビューを選択します。選択した HCSC コン
ポーネントが，HCSC サーバに配備して開始されていることを確認します。HCSC-Manager のロ
グイン方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の
「5.1 HCSC サーバのオペレーションをするための準備」を参照してください。

上の例では，選択したビジネスプロセス（BP1），および選択したビジネスプロセスに定義されてい
るサービスアダプタ（WebService1）ならびにユーザ定義受付（Reception1）が，配備して開始
されていることを確認できます。
(b) すべての HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する場合
1. ツリービューのサービス定義一覧で右クリックして，［全サービスをサーバに配備して開始］を選択し
ます。

対象となる HCSC コンポーネントが編集中の場合
編集中の HCSC コンポーネントの保管（非公開化）を確認するダイアログが表示されます。複数の
サービスおよびユーザ定義受付が編集中の場合は，複数回ダイアログが表示されます。保管する場
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合は［はい］ボタンをクリックします。これ以降，確認ダイアログを表示しないで，すべて保管す
る場合は［すべてはい］ボタンをクリックします。保管しない場合は［キャンセル］ボタンをクリッ
クして，処理を終了します。
手順 3.に進みます。
対象となる HCSC コンポーネントが編集中でない場合
Eclipse 起動後，最初に一括実行を実施するときは，
［アカウント認証］ダイアログが表示されます。
ユーザ ID とパスワードを入力して［OK］ボタンをクリックすると処理が開始されます。Eclipse
起動後，2 回目以降に一括実行を実施するときは，すぐに処理が開始されます。
手順 4.に進みます。
2.［はい］ボタンまたは［すべてはい］ボタンをクリックします。
Eclipse 起動後，最初に一括実行を実施するときは，［アカウント認証］ダイアログが表示されます。
ユーザ ID とパスワードを入力して［OK］ボタンをクリックすると処理が開始されます。Eclipse 起動
後，2 回目以降に一括実行を実施するときはすぐに処理が開始されます。
なお，編集中の HCSC コンポーネントが配備定義されている（公開）か，配備定義されていない（非
公開）かによって，次のように処理が異なります。
HCSC コンポーネントが配備定義されている場合
配備定義されている HCSC コンポーネントを配備定義されていない状態にします。そのあと，編集

中の HCSC コンポーネントを保存して処理を開始します。
HCSC コンポーネントが配備定義されていない場合

編集中の HCSC コンポーネントを保存して処理を開始します。
3. 処理完了を伝えるダイアログが表示されたら，［OK］ボタンをクリックします。
4. 必要に応じて，次の内容を確認します。
配備定義されているかを確認する
ツリービューのシステム構成定義一覧に，開発環境で定義したすべての HCSC コンポーネントが追
加されていることを確認します。

上の例では，開発環境で定義したすべての HCSC コンポーネント（BP1，WebService1，
WebService2）が追加されていることを確認できます。
HCSC サーバに配備して開始されているかを確認する
HCSC-Manager にログインして，HCSC-Manager ビューを選択します。開発環境で定義したすべ
ての HCSC コンポーネントが，HCSC サーバに配備して開始されていることを確認します。
HCSC-Manager のログイン方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構
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HCSC サーバのオペレーションをするための準備」を参照してくださ

上の例では，開発環境で定義したすべての HCSC コンポーネント（BP1，WebService1，
WebService2，Reception1）が，配備して開始されていることを確認できます。

(3) 注意事項
HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する場合の注意事項を次に示します。
• 選択した HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する場合，次のときにエラーになるこ
とがあります。
・開発環境と運用環境でリポジトリの構成形態（データベースと Reliable Messaging の組み合わせ）
が不一致である。
・運用環境のリポジトリで配備済みのサービスが，開発環境で更新または削除されている。
・開発環境と運用環境のリポジトリ内で SOAP モードが不一致である。
エラーになる場合は，定義したすべての HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する方
法を実施してください。
• 処理の途中でエラーが発生した場合，処理を中断して一括実行を終了します。ただし，エラー発生前に
一括実行が終了している処理は，実行前の状態に戻りません。その場合，エラーの発生原因を取り除い
て，再度実行してください。
• 複数の HCSC コンポーネントを修正して一括実行を実施する場合は，すべての HCSC コンポーネント
を HCSC サーバに配備して開始する方法を実施してください。ただし，修正した HCSC コンポーネン
トが「7.5.1(2) 操作対象となる HCSC コンポーネント」の参照範囲に含まれる場合，選択した HCSC
コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する方法を実施できます。
• HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する処理の一括実行に失敗すると，サービスが
起動できない状態となり，HCSC コンポーネントを停止するまで再度実行できなくなることがありま
す。処理に失敗した場合は，csccompostop -all コマンド，csccompoundeploy -all コマンドの順に
実行して HCSC コンポーネントを停止し，アンデプロイしてください。そのあと，再度 HCSC コンポー
ネントを HCSC サーバに配備して開始してください。なお，「7.6 HCSC コンポーネントを停止して
HCSC サーバから削除する処理の一括実行」の方法では，HCSC コンポーネントを停止できません。
csccompostop コマンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」
の「csccompostop（HCSC コンポーネントの停止）」を参照してください。csccompoundeploy コマ
ンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「csccompoundeploy
（配備済みの HCSC コンポーネントの削除）」を参照してください。
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7.6

HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバか
ら削除する処理の一括実行

HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する一連の処理を開発環境で一括実行できます。
開発環境または運用環境で一つ一つ実施していた作業を開発環境で一括実行するため，ユーザの操作負担を
軽減できます。なお，一括実行は，システム開発時，または単体テストから結合テスト時を対象としていま
す。
HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する処理の一括実行には，次の 2 つがあります。
• 選択した HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する。開発環境では，HCSC コン
ポーネントの配備定義を削除する。
• HCSC サーバに配備したすべての HCSC コンポーネントを停止して，HCSC サーバから削除する。開
発環境では，すべての HCSC コンポーネントの配備定義を削除する。
ここでは，停止から削除までの処理の流れと操作方法について説明します。

7.6.1

停止から削除までの処理の流れ

HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する一連の処理の流れ，および操作対象となる
HCSC コンポーネントの範囲を次に説明します。

(1)

処理の流れ
HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する一連の処理の流れを次の図に示します。な
お，図の 2.〜4.は，ユーザが開発環境で操作すると，自動的に実行されます。
図 7‒6

停止から削除までの処理の流れ

1. ユーザは開発環境で，一括実行を実施します。
2. 実行環境の HCSC サーバで稼働している HCSC コンポーネントが停止されます。
3. 実行環境の HCSC サーバから HCSC コンポーネントが削除されます。
4. 開発環境で HCSC コンポーネントの配備定義が削除され，リポジトリ内のシステム構成定義が更新さ
れます。
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操作対象となる HCSC コンポーネント
選択した HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する場合と，すべての HCSC コンポー
ネントを停止して HCSC サーバから削除する場合とで，操作対象となる HCSC コンポーネントが異なりま
す。なお，ここでいう操作対象とは，停止から削除までの一連の処理が実行される HCSC コンポーネント
のことです。
選択した HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する場合
開発環境で選択した HCSC コンポーネントが操作対象となります。選択した HCSC コンポーネントが
ビジネスプロセスの場合，そのビジネスプロセスに定義されているユーザ定義受付も操作対象に含まれ
ます。選択した HCSC コンポーネントに定義されているビジネスプロセスおよびサービスアダプタ
は，操作対象に含まれません。

ビジネスプロセスを選択した場合に操作対象となる HCSC コンポーネントの範囲を次の図に示しま
す。
図 7‒7

操作対象となる HCSC コンポーネントの範囲（ビジネスプロセスを選択した場合）

なお，ここでの「HCSC コンポーネントの参照」とは，ユーザ定義受付の追加とサービス呼出アクティ
ビティでの指定によって，ほかの HCSC コンポーネントを使用することです。
! 注意事項
ユーザ定義受付は，開発環境でビジネスプロセスと同時に処理されるため，ユーザ定義受付だけを操作対象
にすることはできません。

すべての HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する場合
HCSC サーバに配備したすべての HCSC コンポーネント，および開発環境で配備定義したすべての
HCSC コンポーネントが操作対象になります。

7.6.2

HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する方
法

HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する方法について説明します。
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(1)

前提条件
HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除するためには，次に示す条件を満たしている必要
があります。
• システム開発時，または単体テストから結合テスト時を対象に実施してください。
• 開発環境，運用環境，および実行環境は，同一のマシンに構築してください。複数マシンの構成にした
場合，動作は保証できません。
• HCSC サーバはセットアップ済みの状態である必要があります。なお，セットアップは，単一の HCSC
サーバ構成で実施してください。HCSC 簡易セットアップを利用する場合も，単一の HCSC サーバ構
成でセットアップしてください。

• HCSC サーバおよびデータベースを起動しておいてください。

(2)
(a)

操作手順
選択した HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する場合
1. ツリービューのサービス定義一覧で，HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する
HCSC コンポーネントを選択します。
2. 選択した HCSC コンポーネントを右クリックして，［停止してサーバから削除］を選択します。

Eclipse 起動後，最初に一括実行を実施するときは，［アカウント認証］ダイアログが表示されます。
ユーザ ID とパスワードを入力して［OK］ボタンをクリックすると処理が開始されます。Eclipse 起動
後，2 回目以降に一括実行を実施するときは，すぐに処理が開始されます。
3. 処理完了を伝えるダイアログが表示されたら，［OK］ボタンをクリックします。
4. 必要に応じて，次の内容を確認します。
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配備定義が削除されているかを確認する
ツリービューのシステム構成定義一覧から，選択した HCSC コンポーネントが削除されていること
を確認します。

上の例では，選択したビジネスプロセス（BP1）が削除されていることを確認できます。
HCSC コンポーネントが停止して HCSC サーバから削除されているかを確認する
HCSC-Manager にログインして，HCSC-Manager ビューを選択します。選択した HCSC コン
ポーネントが停止して，HCSC サーバから削除されていることを確認します。HCSC-Manager の
ログイン方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の
「5.1 HCSC サーバのオペレーションをするための準備」を参照してください。

上の例では，選択したビジネスプロセス（BP1），および選択したビジネスプロセスに定義されてい
るユーザ定義受付（Reception1）が，停止して削除されていることを確認できます。
(b) すべての HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する場合
1. ツリービューのサービス定義一覧で右クリックして，［全サービスを停止してサーバから削除］を選択
します。
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Eclipse 起動後，最初に一括実行を実施するときは，［アカウント認証］ダイアログが表示されます。
ユーザ ID とパスワードを入力して［OK］ボタンをクリックすると処理が開始されます。Eclipse 起動
後，2 回目以降に一括実行を実施するときは，すぐに処理が開始されます。
2. 処理完了を伝えるダイアログが表示されたら，［OK］ボタンをクリックします。
3. 必要に応じて，次の内容を確認します。
配備定義が削除されているかを確認する
ツリービューのシステム構成定義一覧から，すべての HCSC コンポーネントが削除されていること
を確認します。

上の例では，すべての HCSC コンポーネント（BP1，WebService1，WebService2）が削除され
ていることを確認できます。
HCSC コンポーネントが停止して HCSC サーバから削除されているかを確認する
HCSC-Manager にログインして，HCSC-Manager ビューを選択します。すべての HCSC コン
ポーネントが停止して，HCSC サーバから削除されていることを確認します。HCSC-Manager の
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ログイン方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の
「5.1 HCSC サーバのオペレーションをするための準備」を参照してください。

上の例では，すべての HCSC コンポーネント（BP1，WebService1，WebService2，
Reception1）が，停止して削除されていることを確認できます。

(3)

注意事項
HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する場合の注意事項を次に示します。
• 選択した HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する場合，次のときにエラーになる
ことがあります。
・開発環境と運用環境でリポジトリの構成形態（データベースと Reliable Messaging の組み合わせ）
が不一致である。
・運用環境のリポジトリで配備済みのサービスが，開発環境で更新または削除されている。
・開発環境と運用環境のリポジトリ内で SOAP モードが不一致である。
エラーになる場合は，すべての HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する方法を実
施してください。
• 処理の途中でエラーが発生した場合，処理を中断して一括実行を終了します。ただし，エラー発生前に
一括実行が終了している処理は，実行前の状態に戻りません。その場合，エラーの発生原因を取り除い
て，再度実行してください。
• HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する処理の一括実行に失敗すると，サービス
が起動できない状態となり，HCSC コンポーネントを停止するまで再度実行できなくなることがありま
す。処理に失敗した場合は，csccompostop -all コマンド，csccompoundeploy -all コマンドの順に
実行して HCSC コンポーネントを停止し，アンデプロイしてください。そのあと，HCSC コンポーネ
ントを HCSC サーバから削除してください。
csccompostop コマンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」
の「csccompostop（HCSC コンポーネントの停止）」を参照してください。csccompoundeploy コマ
ンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「csccompoundeploy
（配備済みの HCSC コンポーネントの削除）」を参照してください。
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この章では，HCSC サーバの標準受付およびユーザ定義受付にサービス部品
を要求するサービスリクエスタの作成について説明します。
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8.1

サービスリクエスタ作成の概要

サービスリクエスタとは，業務担当者からの要求を受け付けて，サービスアダプタやビジネスプロセスなど
の各 HCSC コンポーネントにサービス部品の実行要求を送信するアプリケーションです。サービスリクエ
スタは，実行環境が提供するインターフェース情報を基に，開発環境で作成し，実行環境に配備して利用し
ます。サービスリクエスタの開発は，Java のプログラムを開発できる環境で行ってください。
サービスリクエスタの概要を次の図に示します。
図 8‒1

サービスリクエスタの概要

サービスリクエスタは，HCSC サーバの標準受付およびユーザ定義受付にサービス部品の実行を要求しま
す。なお，サービスリクエスタが使用するプロトコルによって，要求先は異なります。サービスリクエスタ
が使用するプロトコルと標準受付およびユーザ定義受付の種類を次の表に示します。
表 8‒1

サービスリクエスタが使用するプロトコルと標準受付およびユーザ定義受付の種類
受付

標準受付

プロトコル

同期受付（Web サービス）

SOAP（HTTP）

同期受付（SessionBean）

RMI-IIOP

非同期受付（MDB（WS-R））

WS-R

非同期受付（MDB（DB キュー））

• Reliable Messaging 独自のプロトコル
• JMS

ユーザ定義受付

!

同期受付（Web サービス）

SOAP（HTTP）

注意事項
運用時の処理の流れを考慮して，サービスリクエスタを開発する必要があります。また，障害発生時にすぐに対
策できるように，よく理解した上でエラー処理を作成する必要があります。
詳細については，次の個所を参照してください。
• マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「2.

さまざまなシステムと接続するための機能」

• マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の「7.
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標準の同期受付（Web サービス）に要求を出すサー
ビスリクエスタ（SOAP 通信基盤）

標準の同期受付（Web サービス）へ要求電文を送信するサービスリクエスタは，SOAP を利用して通信し
ます。サービスリクエスタから標準受付（Web サービス）へサービス部品実行の要求電文が送信され，
HCSC サーバがサービス部品を実行します。
SOAP を利用する場合，同期受付（Web サービス）のインターフェース情報を WSDL から取得します。

取得した WSDL からスタブを生成し，そのスタブを利用して，同期受付（Web サービス）に要求を出し
ます。したがって，サービスリクエスタは，生成したスタブを利用できるように実装する必要があります。
標準の同期受付（Web サービス）に要求を出すサービスリクエスタと HCSC サーバの関係を次の図に示
します。
図 8‒2

標準の同期受付（Web サービス）に要求を出すサービスリクエスタと HCSC サーバの関係（SOAP
通信基盤）

なお，JAX-WS エンジンを使用する場合，スタブではなくサービスクラスを生成します。詳細については，
「8.3 標準の同期受付（Web サービス）に要求を出すサービスリクエスタ（JAX-WS エンジン）」を参照
してください。

8.2.1

サービスリクエスタ（標準の同期受付（Web サービス））の作成
手順（SOAP 通信基盤）

標準の同期受付（Web サービス）にサービス部品の実行を要求し，サービス部品を呼び出すためのサービ
スリクエスタの作成手順を次に示します。
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図 8‒3 サービスリクエスタ（標準の同期受付（Web サービス））の作成手順（SOAP 通信基盤）

各工程の作業を次に示します。

(1)

WSDL の取得
サービス部品を呼び出す HCSC サーバの同期受付（Web サービス）のインターフェース情報を WSDL か
ら取得します。WSDL の取得については，「8.2.2 WSDL を取得する」を参照してください。

(2)

スタブの生成
「(1) WSDL の取得」で取得した WSDL からスタブを生成します。スタブの生成については，
「8.2.3
タブを生成する」を参照してください。

(3)

ス

オブジェクトの生成
同期受付（Web サービス）のメソッドを呼び出すために，「(2) スタブの生成」で生成したスタブからオ
ブジェクトを生成します。オブジェクトの生成については，
「8.2.4 オブジェクトを生成する」を参照して
ください。

(4)

パラメタの設定
同期受付（Web サービス）のメソッドの引数となるパラメタを設定します。パラメタの設定については，
「8.2.5 パラメタを設定する」を参照してください。
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要求電文の作成
サービス部品の実行を要求する要求電文を作成します。要求電文の作成については，
「8.2.6
成する」を参照してください。

(6)

要求電文を作

応答電文の取得
同期受付（Web サービス）から，サービス部品の実行要求に対する応答電文を取得します。応答電文の取
得については，「8.2.7 応答電文を取得する」を参照してください。

(7)

エラー情報の取得
要求先のサービス部品，HCSC サーバ，および SOAP エンジンでエラーが発生した場合，エラー情報を取
得し，その情報に従って対処します。エラー情報の取得については，
「8.2.8 エラー情報を取得する」を参
照してください。

8.2.2

WSDL を取得する

サービス部品を呼び出す HCSC サーバの同期受付（Web サービス）のインターフェース情報を WSDL か
ら取得します。WSDL を取得するには，次の 2 つの方法があります。
方法 1
1. Eclipse のメニューから，［HCSC-Definer］−［公開サービス一覧］を選択します。
ツリービューの公開サービス一覧に，HCSC コンポーネントの一覧が表示されます。
2. HCSC コンポーネントの一覧から，呼び出すサービス部品（HCSC コンポーネント）を選択し，ダブル
クリックします。
HCSC コンポーネント情報表示画面に，HCSC コンポーネントの情報が表示されます。HCSC コン
ポーネント情報表示画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.2.7 HCSC コンポーネント情報表示画面」を参照してください。
［サーバ情報］には，サービス部品の要求先となる HCSC サーバの情報が表示されます。
3. 必要に応じて，
［バインディングスタイル］ラジオボタンおよび［SOAP バージョン］ラジオボタンで，
取得する WSDL の種類を選択します。
［バインディングスタイル］ラジオボタンでは，取得する WSDL 定義のスタイルを選択します。
［SOAP
バージョン］ラジオボタンでは，対応する SOAP 仕様のバージョンを選択します。
4.［WSDL 取得］ボタンをクリックします。
［WSDL ファイルの保存］ダイアログが表示されます。
保存先を指定して，WSDL を取得します。
方法 2
1. HCSC-Messaging をインストールしたディレクトリから，サンプルとして提供されている WSDL を取
得します。
用途に合わせて次に示すどちらかの WSDL を取得してください。
• rpc-literal 型
cscmsg_ws.wsdl ファイル
• document-literal 型
cscmsg_ws_doc.wsdl ファイル
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HCSC-Messaging をインストールしたディレクトリについては，マニュアル「サービスプラットフォー
ム システム構築・運用ガイド」の「2.1.2 Service Platform のインストール」を参照してください。
2. WSDL の<soap:address>の location の内容を次のように変更します。
http://<ホスト名>:<ポート番号>※1/<コンテキストルート>※2
/services/CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl
注※1
HCSC サーバの URL です。
注※2
開発環境および運用環境で HCSC サーバ構成配備時に決定される HCSC サーバのクラスタ名で
す。

8.2.3

スタブを生成する

取得した WSDL からスタブを生成します。スタブは，サービスプラットフォームが開発支援コマンドとし
て提供する WSDL2Java コマンドで生成します。
コマンドの入力例（WSDL のスタイルが rpc-literal の場合）を次に示します。
WSDL2Java cscmsg_ws.wsdl

WSDL のスタイルが document-literal の場合，上記の例の「cscmsg_ws.wsdl」の部分には
「cscmsg_ws_doc.wsdl」と設定します。
WSDL2Java コマンドのオプションなどの詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ SOAP
アプリケーション開発の手引」の「9.2 WSDL2Java コマンド（ソースコードの生成）」を参照してくだ
さい。
このコマンドを実行すると，次のディレクトリおよびファイルが作成されます。
/カレントディレクトリ
└jp
└co
└Hitachi
└soft
└csc
└msg
└message
└reception
└ejb
├CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl.java※1
├CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplService.java※2
├CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceLocator.java※3
├CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplSoapBindingStub.java※4
└CSCMsgServerFaultException.java※4
注※1
ユーザ定義のデータクラス（サービスリクエスタのインターフェースクラス）です。
注※2
サービス部品のインターフェースクラスです。
注※3
サービスクラス（サービス部品のインターフェースクラス）です。サービス部品への接続情報を保持します。
注※4
スタブクラスです。
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オブジェクトを生成する

同期受付（Web サービス）のメソッドを呼び出すために，生成したスタブを使用して，オブジェクトを生
成します。

(1)

使用するスタブ
次の 2 つのスタブを使用して，オブジェクトを生成します。
CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceLocator.java クラス
このクラスは，サービス部品への接続先（endpoint）情報の参照および設定をします。このクラスでは
次のメソッドを提供します。
表 8‒2

CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceLocator.java クラスのメソッド
メソッド名

getCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplAddress()

機能説明
サービス部品への接続先情報を返します。
戻り値：
java.lang.String

getCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl()

サービスクラスへのインターフェースクラスのオブ
ジェクトポインタを返します。
戻り値：
インターフェースクラスオブジェクト
（CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl オブジェ
クト）

getCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl(java.net.URL
portAddress)

設定されたサービス部品への接続先情報を使用して，
サービスクラスへのオブジェクトポインタを返しま
す。
戻り値：
インターフェースクラスオブジェクト
（CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl オブジェ
クト）

CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl.java クラス
サービスクラスとして利用できるメソッドの一覧が記述されています。このクラスを使用して SOAP
サービスを利用します。

(2)

オブジェクトの生成手順
同期受付（Web サービス）のメソッドを呼び出すためのオブジェクトを生成する手順を次に示します。
1. サービス部品のインターフェースクラスである
CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceLocator クラスのオブジェクトを生成します。
（例）

CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceLocator locator
= new CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceLocator();

2. サービス部品のインターフェースクラスのオブジェクトを使用して，サービスリクエスタのインター
フェースクラスである CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl.java クラスのオブジェクトを生成しま
す。
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なお，生成・取得したサービスリクエスタのインターフェースクラスのインスタンスは，複数のスレッ
ドで共有できません。
（例）
CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl ws = null;
try {
ws = locator.getCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl();
}catch (ServiceException e) {
e.printStackTrace();
return;
}

サービス部品への接続先は，WSDL 定義内の Service 要素の address 子要素である location 属性とな
ります。サービスリクエスタのプログラム内で，サービス部品への接続先情報を取得する場合は，次の
ように記述します。
（例）
String url = locator.getCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplAddress();

また，サービスリクエスタのプログラム内で，サービス部品への接続先を変更する場合は，次のように
記述します。
（例）
java.net.URL endpoint
= new java.net.URL("http://hostname:80/<コンテキストルート>
/services/CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl");
CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl locator
= locator.getCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl(endpoint);

3. 生成した CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl.java クラスのオブジェクトを使用して，同期受付
（Web サービス）のメソッドを呼び出します。
（例）要求電文が XML の場合
String result = ws.invokeXML(
serviceName,
clientID,
requestFormatID,
responseFormatID,
operationName,
userData);

//
//
//
//
//
//
//

メソッドの呼び出し
サービス名
クライアント相関ID
リクエストフォーマットID
レスポンスフォーマットID
オペレーション名
ユーザ電文

（例）要求電文がバイナリの場合
byte[] resultBinary = ws.invokeBinary(
// メソッドの呼び出し
serviceName,
// サービス名
clientID,
// クライアント相関ID
requestFormatID, // リクエストフォーマットID
responseFormatID, // レスポンスフォーマットID
operationName,
// オペレーション名
userDataBinary.length, // ユーザ電文長
userDataBinary); // ユーザ電文

! 注意事項
バイナリ電文の要求電文を送信できるのは，サービス部品側で使用している電文形式がバイナリ形式の
ときだけです。

8.2.5

パラメタを設定する

同期受付（Web サービス）のメソッドを呼び出すため，メソッドの引数となるパラメタを設定します。パ
ラメタの詳細を次の表に示します。
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パラメタの詳細（標準の同期受付（Web サービス））
パラメタ

パラメタ名

サービス名
（serviceName）

データ型

java.lang.St
ring

invokeXML

説明

invokeBinar
y

in0（type="xsd:string"）

要求先のサービス名です。
このパラメタは必ず指定してください。
要求先のサービス名は，開発環境で定義した
サービスアダプタまたはビジネスプロセスを指
定してください。

クライアント相関 ID
（clientID）

java.lang.St
ring

in1（type="xsd:string"）

サービスリクエスタからの要求電文を一意に識
別するための相関識別子です。

255 文字以内の英数字，アンダーバー（_），ピ
リオド（.）およびハイフン（-）で指定してくだ
さい。
サービスリクエスタからの要求電文と，HCSC
サーバで管理している実行履歴やログおよびト
レースを対応づけるために使用します。した
がって，HCSC サーバに送信した要求電文ごと
に異なる ID を指定してください。
クライアント相関 ID を省略したい場合，NULL
を指定してください。

リクエストフォーマッ
ト ID

java.lang.St
ring

in2（type="xsd:string"）

（requestFormatID）
レスポンスフォーマッ
ト ID

このパラメタには NULL を指定してください。
java.lang.St
ring

in3（type="xsd:string"）

（responseFormatID）
オペレーション名
（operationName）

サービスリクエスタからの要求電文フォーマッ
トを一意に識別するための ID です。

HCSC サーバからの応答電文フォーマットを
一意に識別するための ID です。
このパラメタには NULL を指定してください。

java.lang.St
ring

in4（type="xsd:string"）

要求先のサービス名に対するオペレーション名
です。※
オペレーション名は，開発環境で定義したサー
ビス部品のオペレーション名を指定します。
255 バイト以内の XMLSchema の NCName
定義文字で指定してください。
要求先のサービス部品が同期のサービス部品
（Web サービスまたは SessionBean）またはビ
ジネスプロセスの場合，必ず指定してください。
要求先のサービス部品が非同期のサービス部品
の場合，オペレーション名を省略できます。省
略する場合，NULL を指定してください。

ユーザ電文
（userData）

java.lang.St
ring

in5

×

（type=

要求電文が XML の場合に指定します。要求電
文がない場合，NULL または空文字（""）を指
定してください。要求電文の詳細については，
「8.2.6 要求電文を作成する」を参照してくだ
さい。

"xsd:string"）

ユーザ電文長

int

×

サービスリクエスタからの要求電文です。※

in5（type=

要求電文の長さです。
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パラメタ
パラメタ名

（userDataBinary.leng
th）

データ型

invokeXML

int

×

説明

invokeBinar
y
"xsd:int"）

要求電文がバイナリの場合に指定します。要求
電文がバイナリの場合は，必ず指定してくださ
い。
要求電文がない場合，0 を指定してください。

ユーザ電文

byte[]

（userDataBinary）

×

in6（type=

サービスリクエスタからの要求電文です。※

"base64Bina
ry"）

要求電文がバイナリの場合に指定します。要求
電文の詳細については，「8.2.6 要求電文を作
成する」を参照してください。
要求電文がない場合，NULL または 0 バイトの
バイト配列を指定してください。

（凡例）
inX（X=1〜6）：スタブで示しているメソッドごとのパラメタです。
×：指定できません。
注※
要求先のサービス部品のプロトコルが SOAP の場合，ユーザ電文のルート要素の名称（データ変換を行う場合，デー
タ変換後の電文のルート要素の名称）から呼び出すオペレーションを決定します。そのため，ユーザ電文のルート要
素に誤った名称を指定した場合，意図しないオペレーションを呼び出してしまうので注意してください。

8.2.6

要求電文を作成する

サービスリクエスタから HCSC サーバの同期受付（Web サービス）に，サービス部品を要求する要求電
文を作成します。サービスリクエスタから送信する要求電文の内容は，サービス部品側と同じ電文フォー
マットで作成してください。要求電文の送信を次の図に示します。
図 8‒4

要求電文の送信（標準の同期受付（Web サービス））

正常な要求電文の伝わり方については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「2.2
ビス（SOAP 通信）を使用したサービスとの接続」を参照してください。

Web サー

また，サービスリクエスタから同期受付（Web サービス）に送信する要求電文は，電文種別に XML 電文
とバイナリ電文の 2 種類があります。どちらの電文種別を使用するかは，サービス部品側で使用している
プロトコルによって異なります。電文種別が XML 電文の要求電文とバイナリ電文の要求電文を次に説明
します。
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XML 電文の要求電文
サービス部品側のプロトコルが次に示すものの場合，およびビジネスプロセスに対して要求を行う場合，
XML 電文の要求電文を送信できます。
• SOAP（SOAP アダプタの場合）※1※2
• RMI-IIOP（SessionBean アダプタの場合）※1※2
• WS-R（MDB（WS-R）アダプタの場合）※2
• DB キュー（MDB（DB キュー）アダプタの場合）※2
注※1
必ず要求電文を指定してください。
注※2
要求電文を指定しなかった場合，サービスアダプタでデータ変換処理が行われません。
XML 電文の要求電文を次の図に示します。
図 8‒5

!

XML 電文の要求電文

注意事項
指定する XML 文書（要求電文）の先頭には，必ず XML 宣言を記述してください。XML 宣言がない場合，また
は XML 文書中のユーザ電文に XML 宣言がある場合，動作の保証はできません。
また，XML 宣言の文字コードの指定（encoding）には，必ず「UTF-8」を指定してください。

(2)

バイナリ電文の要求電文
バイナリ電文の要求電文を送信できるのは，サービス部品側で使用しているプロトコルが DB キューのとき
だけです。
なお，要求電文を指定しなかった場合，サービスアダプタでデータ変換処理が行われません。
バイナリ電文の要求電文を次の図に示します。
図 8‒6

バイナリ電文の要求電文
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8.2.7

応答電文を取得する

HCSC サーバの同期受付（Web サービス）から，サービス部品の実行要求に対する応答電文を取得しま
す。サービスリクエスタは，サービス部品側と同じ電文フォーマットの応答電文を取得します。応答電文の
取得を次の図に示します。
図 8‒7

応答電文の取得（標準の同期受付（Web サービス））

また，サービスリクエスタは，電文種別が XML 電文の応答電文を取得します。サービス部品からの応答電
文がない場合は，NULL または 0 バイトのバイト配列を受信します。応答電文がある場合とない場合に分
けて次に説明します。

(1)

応答電文がある場合
サービスリクエスタが取得する，XML 電文の応答電文を次に示します。
図 8‒8

(2)

XML 電文の応答電文

応答電文がない場合
応答電文がない場合，応答が String 型か byte[]型かによって，サービスリクエスタが受信する形式が異な
ります。
• 応答が String 型の場合
サービスリクエスタは，次の図に示すような形式の NULL を受信します。サービスリクエスタで実装し
ている SOAP エンジンによっては，形式が異なる場合があります。

476

8

図 8‒9

サービスリクエスタの作成

受信する NULL の形式

• 応答が byte[]型の場合
サービスリクエスタは，次の図に示すような形式の 0 バイトのバイト配列を受信します。SOAP エンベ
ロープは次に示すように空タグとなります。サービスリクエスタで実装している SOAP エンジンに
よっては，形式が異なる場合があります。
図 8‒10

8.2.8

応答が byte[]型の形式

エラー情報を取得する

要求先のサービス部品，HCSC サーバ，および SOAP エンジンでエラーが発生した場合，エラー情報を取
得し，その情報に従って対処します。エラーの伝わり方については，マニュアル「サービスプラットフォー
ム システム構築・運用ガイド」の「7.7.1 Web サービス（SOAP 通信）実行時の障害対策」を参照して
ください。

(1) サービスリクエスタ側の実装例
エラー情報の取得方法は，SOAP 通信基盤の種類によって異なります。
(a)

サービスプラットフォームが提供している SOAP 通信基盤を使用している場合
サービスプラットフォームが提供している SOAP 通信基盤を使用している場合，
CSCMsgServerFaultException オブジェクトをキャッチして，SOAP Fault のエラー情報を取得します。
エラー情報を取得するには，サービスリクエスタ側で次のように実装する必要があります。
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：
} catch (CSCMsgServerFaultException e) {
System.err.println("Exception ErrorMessage = "
+ e.getErrorMessage() );
System.err.println("Exception ErrorCode = "
+ e.getErrorCode() );
System.err.println("Exception ProcessInstanceID = "
+ e.getProcessInstanceID() );
System.err.println("Exception FaultCode = "
+ e.getCscmsgFaultCode() );
System.err.println("Exception FaultString = "
+ e.getCscmsgFaultString() );
System.err.println("Exception FaultActor = "
+ e.getCscmsgFaultActor() );
System.err.println("Exception FaultDetails = "
+ new String(e.getCscmsgFaultDetail(), "UTF-8"));
System.err.println("Exception FaultName = "
+ e.getFaultName() );
}
：

各メソッドについて，次に説明します。
●getErrorMessage
説明
エラーメッセージを取得します。
次の例外の内容を取得する場合に使用します。
• HCSC-Messaging 内で検知した例外
• サービス部品やビジネスプロセスからのフォルト
形式
public java.lang.String getErrorMessage()
●getErrorCode
説明
エラーコードを取得します。
次の例外の内容に対するエラーコードを取得する場合に使用します。
• HCSC-Messaging 内で検知した例外
• サービス部品やビジネスプロセスからのフォルト
形式
public java.lang.String getErrorCode()
●getProcessInstanceID
説明
ビジネスプロセスインスタンス ID を取得します。
形式
public String getProcessInstanceID()
●getCscmsgFaultCode
説明
サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの FaultCode 情
報を取得します。
形式
public java.lang.String getCscmsgFaultCode()
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●getCscmsgFaultString
説明
サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの FaultString
情報を取得します。
形式
public java.lang.String getCscmsgFaultString()
●getCscmsgFaultActor
説明
サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの FaultActor 情
報を取得します。
形式
public java.lang.String getCscmsgFaultActor()
●getCscmsgFaultDetail
説明
サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの Detail 情報を
取得します。
サービス部品が設定した Detail 情報をバイト配列でサービスリクエスタに引き渡します。した
がって，取得したバイト配列を文字列に変換する必要があります。
なお，サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの Detail
情報がない場合は，0 バイトのバイト配列（SOAP メッセージの空タグ）で応答します。
形式
public byte[] getCscmsgFaultDetail()
●getFaultName
説明
サービス部品（Web サービス）またはビジネスプロセスからの例外名を取得します。
形式
public String getFaultName()
(b)

サービスプラットフォームが提供している SOAP 通信基盤を使用していない場合
取得するエラー情報は，サービスリクエスタ側で実装している SOAP エンジンに依存します。

(2)

エラー情報（SOAP Fault）の形式
エラー情報（SOAP Fault）の形式を次の表に示します。
表 8‒4
要素

faultcode

エラー情報（SOAP Fault）の形式
名称
Fault コード

内容
SOAP エンジンに依存する値です。
message part のメッセージ型属性が参照する QCName です。

faultstring

Fault 文字列

SOAP エンジンに依存する値です。
KDCCP0015-E を出力します。

faultactor

Fault 生成者

SOAP エンジンに依存する値です。値はありません。
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要素

名称
Fault 詳細

detail※

内容
wsdl:fault に対応する内容です。

注※
要素「detail」はエラー情報の詳細です。次の表に示す構造体で格納されます。

表 8‒5

エラー情報（SOAP Fault）の詳細
説明

フィールド名

errorMessage

サービス部品，ビジネスプロセス，サービスアダプタ，また
は連携する HCSC サーバからのエラー（フォルト）

HCSC サーバで検知したエラー
（例外）

次に示すエラーの内容です。
• HCSC サーバ内で検知したエラー
• サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー

errorCode

次に示す例外の内容に対応するエラーコードです。
• HCSC サーバ内で検知したエラー
• サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー

processInstanceID

ビジネスプロセスのインスタンス ID の情報です。
ビジネスプロセスでエラーが発生した場合に値が設定されます。

cscmsgFaultCode

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，または
サービスアダプタからの FaultCode 情報です。

−

cscmsgFaultString

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，または
サービスアダプタからの FaultString 情報です。

−

cscmsgFaultActor

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，または
サービスアダプタからの FaultActor 情報です。

−

cscmsgFaultDetail

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，または
サービスアダプタからの Detail 情報です。

−

faultName

サービス部品（Web サービスまたは SessionBean）または
ビジネスプロセスからのフォルト名（例外名）情報です。

−

次の場合に値が設定されます。
• サービス部品（Web サービスまたは SessionBean）か
らのユーザ定義例外の SOAP Fault の場合
• ビジネスプロセスからのフォルトの場合
SOAP Fault 動作定義ファイルに targetNamespace の
URI を定義した Web サービスからの SOAP Fault の場
合，値は設定されません。SOAP Fault 動作定義ファイルに
ついては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「SOAP Fault 動作定義ファイル」を参照してく
ださい。
（凡例）
−：該当しません。
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ビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタの作成
（Web サービス・SOAP 通信基盤）

標準の同期受付（Web サービス）に要求を出すサービスリクエスタとして，ビジネスプロセスの再実行を
要求するサービスリクエスタを作成できます。
標準の同期受付（Web サービス）にビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタを作成する
流れは，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同
じです。作成の流れについては，
「8.2.1 サービスリクエスタ（標準の同期受付（Web サービス））の作成
手順（SOAP 通信基盤）」を参照してください。
各工程で実施する内容を次に示します。

(1)

WSDL の取得
WSDL の取得方法は，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作
成する場合と同じです。
WSDL の取得方法については，「8.2.2

(2)

WSDL を取得する」を参照してください。

スタブの生成
スタブの生成方法は，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成
する場合と同様に，サービスプラットフォームが開発支援コマンドとして提供する WSDL2Java コマンド
で生成します。
スタブの生成については，「8.2.3

(3)

スタブを生成する」を参照してください。

オブジェクトの生成
オブジェクトの生成方法は，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタ
を作成する場合と同じです。
オブジェクトの生成については，「8.2.4

オブジェクトを生成する」を参照してください。

なお，ビジネスプロセスの再実行を要求するメソッドは，invokeBPXML()を使用して呼び出します。
ビジネスプロセスの再実行を要求するメソッドの例を次に示します。
（例）ビジネスプロセスの再実行を要求する場合
String result = ws.invokeBPXML(
serviceName,
bpRequestType,
bpProcessId,
clientID,
requestFormatID,
responseFormatID,
operationName,
userData);

(4)

//
//
//
//
//
//
//
//
//

メソッドの呼び出し
サービス名
ビジネスプロセス用要求タイプ
ビジネスプロセス用プロセスID
クライアント相関ID
リクエストフォーマットID
レスポンスフォーマットID
オペレーション名
ユーザ電文

パラメタの設定
メソッドの引数となるパラメタは，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出す，通常のサービスリク
エスタを作成する場合と異なります。同期受付（Web サービス）にビジネスプロセスの再実行を要求する
サービスリクエスタの場合に設定するパラメタの詳細を次に示します。
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表 8‒6

パラメタの詳細（標準の同期受付（Web サービス）／ビジネスプロセス再実行要求）

パラメタ名
サービス名
（serviceName）

データ型
java.lang.St
ring

パラメタ（invokeBPXML）
in0（type="xsd:string"）

説明
要求先のサービス名です。
このパラメタは必ず指定してください。
要求先のサービス名は，開発環境で定義したビ
ジネスプロセスを指定してください。

ビジネスプロセス用要
求タイプ

java.lang.St
ring

in1（type="xsd:string"）

ビジネスプロセスの再実行を要求する場合，文

（bpRequestType）
ビジネスプロセス用プ
ロセス ID

字列「RECOVER」を指定してください。※1
java.lang.St
ring

in2（type="xsd:string"）

java.lang.St
ring

in3（type="xsd:string"）

（clientID）

ビジネスプロセスインスタンス ID です。
エラー情報から取得した値，または，メッセー
ジログに出力された値を指定してください。

（bpProcessId）
クライアント相関 ID

要求電文の種類を示します。

サービスリクエスタからの要求電文を一意に識
別するための相関識別子です。
このパラメタには NULL を指定してください。
※1

リクエストフォーマッ
ト ID

java.lang.St
ring

in4（type="xsd:string"）

（requestFormatID）

サービスリクエスタからの要求電文フォーマッ
トを一意に識別するための ID です。
このパラメタには NULL または空文字（""）を
指定してください。※1

レスポンスフォーマッ
ト ID

java.lang.St
ring

in5（type="xsd:string"）

（responseFormatID）

HCSC サーバからの応答電文フォーマットを
一意に識別するための ID です。
このパラメタには NULL または空文字（""）を
指定してください。※1

オペレーション名
（operationName）

java.lang.St
ring

in6（type="xsd:string"）

要求先のサービス名に対するオペレーション名
です。※2
このパラメタには NULL または空文字（""）を
指定してください。※1

ユーザ電文
（userData）

java.lang.St
ring

in7（type="xsd:string"）

サービスリクエスタからの要求電文です。※2
このパラメタには NULL または空文字（""）を
指定してください。※1

（凡例）
inX（X=0〜7）：スタブで示しているメソッドごとのパラメタです。
注※1
これらのパラメタは，指定する値として固定値（「RECOVER」，NULL または空文字（""））が決められています。
決められた値以外の値を指定すると，正常に動作しません。
注※2
要求先のサービス部品のプロトコルが SOAP の場合，ユーザ電文のルート要素の名称（データ変換を行う場合，デー
タ変換後の電文のルート要素の名称）から呼び出すオペレーションを決定します。そのため，ユーザ電文のルート要
素に誤った名称を指定した場合，意図しないオペレーションを呼び出してしまうので注意してください。

(5)

応答電文の取得
応答電文の取得方法は，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作
成する場合と同じです。
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応答電文の取得については，「8.2.7

(6)

サービスリクエスタの作成

応答電文を取得する」を参照してください。

エラー情報の取得
エラー情報を取得するためのサービスリクエスタの実装は，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出
す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。
エラー情報の取得については，「8.2.8

8.2.10

エラー情報を取得する」を参照してください。

サービスアダプタの稼働状況確認を要求するサービスリクエス
タの作成（Web サービス・SOAP 通信基盤）

標準の同期受付（Web サービス）に要求を出すサービスリクエスタとして，アプリケーションからサービ
スアダプタの稼働状況確認を要求するサービスリクエスタを作成できます。
サービスアダプタの稼働状況を確認するには，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出すサービス部
品の呼び出しとは別に，稼働状態確認用のメソッドを呼び出す処理を追加する必要があります。
標準の同期受付（Web サービス）にアプリケーションからサービスアダプタの稼働状況確認を要求する
サービスリクエスタの作成手順を次に示します。
図 8‒11

サービスアダプタの稼働状況確認を要求するサービスリクエスタの作成手順（標準の同期受付
（Web サービス・SOAP 通信基盤））

各工程の作業を次に示します。
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(1)

WSDL の取得
WSDL の取得方法は，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作
成する場合と同じです。
なお，サービス部品の呼び出し用の処理と，稼働状態確認用の処理で，WSDL を使い分ける必要はありま
せん。
WSDL の取得方法については，「8.2.2

(2)

WSDL を取得する」を参照してください。

スタブの生成
スタブの生成方法は，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成
する場合と同様に，サービスプラットフォームが開発支援コマンドとして提供する WSDL2Java コマンド
で生成します。
スタブの生成については，「8.2.3

スタブを生成する」を参照してください。

(3) オブジェクトの生成
サービスアダプタの稼働状況確認を要求するメソッドを呼び出すためのオブジェクトを生成する手順を次
に示します。

1. サービス部品のインターフェースクラスである
CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceLocator クラスのオブジェクトを生成します。
（例）
CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceLocator locator
= new CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplServiceLocator();

2. サービス部品のインターフェースクラスのオブジェクトを使用して，サービスリクエスタのインター
フェースクラスである CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl.java クラスのオブジェクトを生成しま
す。
なお，生成・取得したサービスリクエスタのインターフェースクラスのインスタンスは，複数のスレッ
ドで共有できません。
（例）
CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl ws = null;
try {
ws = locator.getCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl();
}catch (ServiceException e) {
e.printStackTrace();
return;
}

サービス部品への接続先は，WSDL 定義内の Service 要素の address 子要素である location 属性とな
ります。サービスリクエスタのプログラム内で，サービス部品への接続先情報を取得する場合は，次の
ように記述します。
（例）
String url = locator.getCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplAddress();

3. 生成した CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl.java クラスのオブジェクトを使用して，同期受付
（Web サービス）のサービスアダプタの稼働状況確認を要求するメソッドを呼び出します。
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（例）option に"type=status"を指定した場合
String result = ws.getServiceInfo(
serviceName,
clientID,
"type=status");

//
//
//
//

メソッドの呼び出し
サービス名
クライアント相関ID
オプション

（例）option に"type=status,returnType=XML"を指定した場合
String result = ws.getServiceInfo(
// メソッドの呼び出し
serviceName,
// サービス名
clientID,
// クライアント相関ID
"type=status,returnType=XML");
// オプション

(4)

パラメタの設定
サービスアダプタの稼働状況確認を要求するためには，getServiceInfo メソッドを使用します。メソッド
の引数となるパラメタは，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出す通常のサービスリクエスタを作
成する場合と異なります。
同期受付（Web サービス）にサービスアダプタの稼働状況確認を要求するサービスリクエスタの場合に設
定するパラメタの詳細を次に示します。
表 8‒7

パラメタの詳細（標準の同期受付（Web サービス）／サービスアダプタの稼働状況確認要求）

パラメタ名
サービス名
（serviceName）

データ型
java.lang.St
ring

パラメタ（invokeBPXML）
in0（type="xsd:string"）

説明
サービスアダプタの稼働状況を確認するときの
要求先のサービス名です。
このパラメタは必ず指定してください。
要求先のサービス名は，HCSC サーバに配備さ
れているサービスアダプタを指定してくださ
い。

クライアント相関 ID
（clientID）

java.lang.St
ring

in1（type="xsd:string"）

サービスリクエスタからの要求電文を一意に識
別するための相関識別子です。
255 文字以内の英数字，アンダーバー（_），ピ
リオド（.）およびハイフン（-）で指定してく
ださい。
サービスリクエスタからの要求電文と，HCSC
サーバで管理している実行履歴やログおよびト
レースを対応づけるために使用します。した
がって，HCSC サーバに送信した要求電文ごと
に異なる ID を指定してください。
クライアント相関 ID を省略したい場合，
NULL を指定してください。

オプション
（option）

java.lang.St
ring

in2（type="xsd:string"）

稼働状況の確認結果を取得するときに選択する
オプションです。
オプションの入力形式は，「キー名称=値」で
す。オプションの前後はダブルクォーテーショ
ン（"）で囲んでください。また，複数のオプ
ションを指定する場合は，コンマ（,）で区切っ
て指定してください。※1
（例）
"キー名称=値,キー名称=値"
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パラメタ名
オプション
（option）

データ型
java.lang.St
ring

パラメタ（invokeBPXML）
in2（type="xsd:string"）

説明
指定できるオプションを次に示します。
type={all/status}
取得する情報のパターンを指定するオプ
ションです。
• all（初期値）
serviceName に指定したサービス名に該
当するすべての情報を応答します。
• status
serviceName に指定したサービス名に該

当する状態，HCSC サーバ名，およびクラ
スタ名を応答します。
returnType={Properties/String/XML}
応答の形式を指定するオプションです。
• Properties（初期値）
java.util.Properties クラスに含まれるすべ
てのプロパティを XML ドキュメント形式
※2

で応答します。なお，値が存在しない場

合は，プロパティのキーは存在しません。※
3

• String
java.util.Properties クラスを toString()変
換した形式で応答します。なお，値が存在
しない場合は，プロパティのキーは存在し
ません。
• XML
HCSC サーバが定義する XML スキーマの
XML ドキュメント形式で応答します。な
お，値が存在しない場合は，空タグで応答
します。
（凡例）
inX（X=0〜2）：スタブで示しているメソッドごとのパラメタです。
注※1
コンマ（,）の前または後，イコール（=）の前または後に空白がある場合はエラーになります。また，文字列の最後
がコンマ（,）にならないように指定してください。
注※2
Properties クラスの storeToXML()メソッドを使用して，UTF-8 エンコードした XML 形式です。この形式は，
Properties クラスの loadFromXML()メソッドを使用して Properties クラスに復元できます。
注※3
Properties クラスで取得すると null を応答します。

(5)

応答電文の取得
パラメタのオプションで指定した形式でサービスアダプタの稼働状況確認の応答電文が返ります。
次に応答電文の形式と例を説明します。
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応答電文の形式
応答電文で取得できる情報については，type オプションに指定する内容によって異なります。応答電文で
取得できる情報を次に示します。
表 8‒8

応答電文で取得できる情報

キーまたはタグ

情報の内容

type オプション指定による応答情報
all

status

HCSCServerName

HCSC サーバ名

○

○

ClusterName

クラスタ名

○

○

ServiceName

サービス名

○

×

ServiceStatus

サービスアダプタの状態

○

○

ServiceKind

サービスの種別

○

×

ServiceProtocolKind

サービスアダプタのプロトコル種別

○

×

AdapterName

サービスアダプタ名

○

×

AdapterLocalCall

ローカルキュー使用状況

○※

×

EntryTime

サービスアダプタ定義追加時刻

○

×

ModifiedTime

サービスアダプタ定義更新時刻

○

×

（凡例）
○：取得できます。
×：取得できません。
注※
ServiceProtocolKind が MDB_WSR の場合だけ応答します。

取得情報の詳細を次に説明します。
●HCSCServerName
説明
情報を取得した HCSC サーバ名を取得します。
●ClusterName
説明
サービスアダプタを所有しているクラスタ名を取得します。
●ServiceName
説明
オプションに"type=all"を指定した場合に，配備されているサービス名を取得します。オプション
に"type=status"を指定した場合は，この情報は取得しません。
●ServiceStatus
説明
サービスアダプタの状態を取得します。
• active：起動状態
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• inactive：停止状態
• starting：起動処理中
• startfailed：起動失敗状態
• stopping：停止処理中
• stopfailed：停止失敗状態
• deleting：削除処理中
●ServiceKind
説明
オプションに"type=all"を指定した場合に，配備されているサービスの種別を取得します。オプ
ションに"type=status"を指定した場合は，この情報は取得しません。
• ServiceAdapter：サービスアダプタ
●ServiceProtocolKind
説明
オプションに"type=all"を指定した場合に，サービスアダプタのプロトコルの種別を取得します。
オプションに"type=status"を指定した場合は，この情報は取得しません。
• WebService：SOAP（HTTP）（同期受付（Web サービス））
• SessionBean：RMI-IIOP（同期受付（SessionBean））
• MDB_WSR：WS-R（非同期受付（MDB（WS-R）））
• MDB_DBQ：Reliable Messaging 独自のプロトコルまたは JMS（非同期受付（MDB（DB
キュー）））
• Custom：サービスアダプタ
●AdapterName
説明
オプションに"type=all"を指定した場合に，配備されているサービスアダプタ名を取得します。オ
プションに"type=status"を指定した場合は，この情報は取得しません。
●AdapterLocalCall
説明
オプションに"type=all"を指定した場合に，サービスアダプタのローカルキューの使用状況を取得
します。オプションに"type=status"を指定した場合は，この情報は取得しません。
この項目は ServiceProtocolKind が MDB_WSR の場合だけ応答します。
• true：ローカルキューを使用している
• false：ローカルキューを使用していない
●EntryTime
説明
オプションに"type=all"を指定した場合に，サービスアダプタを配備した時刻（定義登録時刻）を
応答します。オプションに"type=status"を指定した場合は，この情報は応答しません。
形式
YYYY/MM/DD hh:mm:ss.SSS
• YYYY：西暦年
• MM：月
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• DD：日
• hh：時
• mm：分
• ss：秒
• SSS：ミリ秒
●ModifiedTime
説明
オプションに"type=all"を指定した場合に，サービスアダプタを開発環境で定義した時刻（更新時
刻）を応答します。オプションに"type=status"を指定した場合は，この情報は応答しません。
形式
YYYY/MM/DD hh:mm:ss
• YYYY：西暦
• MM：月
• DD：日
• hh：時
• mm：分
• ss：秒
(b) 応答電文の例
応答電文の例を次に示します。
（例 1）option に"type=all,returnType=Properties"を指定した場合
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<getServiceInfoResponse>
<HCSCServerName>HCSC</HCSCServerName>
<ClusterName>Cluster</ClusterName>
<ServiceName>Service1</ServiceName>
<ServiceStatus>Active</ServiceStatus>
<ServiceKind>ServiceAdapter</ServiceKind>
<ServiceProtocolKind>WebService</ServiceProtocolKind>
<AdapterName>ad1</AdapterName><AdapterLocalCall/>
<EntryTime>YYYY/MM/DD hh:mm:ss.SSS</EntryTime>
<ModifiedTime>YYYY/MM/DD hh:mm:ss</ModifiedTime>
</getServiceInfoResponse>
注1
値の順番は変わることがあります（順不同です）。
注2
option に"type=status,returnType=Properties"を指定した場合は，応答しない情報は応答電文に存在しません。

（例 2）option に"type=all,returnType=String"を指定した場合
{HCSCServerName=HCSC,ClusterName=Cluster,ServiceName=Service1,ServiceStatus=Active,ServiceKind=ServiceAdapter,S
erviceProtocolKind=WebService,AdapterName=ad1,EntryTime=YYYY/MM/DD hh:mm:ss.SSS,ModifiedTime=YYYY/MM/DD
hh:mm:ss}
注1
値の順番は変わることがあります（順不同です）。
注2
option に"type=status,returnType=String"を指定した場合は，応答しない情報は応答電文に存在しません。
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（例 3）option に"type=all,returnType=XML"を指定した場合
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<getServiceInfoResponse>
<HCSCServerName>HCSC</HCSCServerName>
<ClusterName>Cluster</ClusterName>
<ServiceName>Service1</ServiceName>
<ServiceStatus>Active</ServiceStatus>
<ServiceKind>ServiceAdapter</ServiceKind>
<ServiceProtocolKind>WebService</ServiceProtocolKind>
<AdapterName>ad1</AdapterName>
<AdapterLocalCall/>
<EntryTime>YYYY/MM/DD hh:mm:ss.SSS</EntryTime>
<ModifiedTime>YYYY/MM/DD hh:mm:ss</ModifiedTime>
</getServiceInfoResponse>
注1
値が存在しない場合は，空タグで応答します。
（例）
<AdapterLocalCall/>
注2
オプションに"type=status,returnType=XML"を指定した場合は，応答しない情報の<タグ>は応答電文に存在しま
せん。

(6)

エラー情報の取得
サービスアダプタの稼働状況確認でエラーが発生した場合，CSCMsgServerFaultException オブジェクト
をキャッチして，SOAP Fault のエラー情報を取得します。
エラー情報の取得については，「8.2.8

エラー情報を取得する」を参照してください。

エラーになる主な要因として，次の場合が挙げられます。
• 必須の引数が指定されていない。
• 引数の入力値に誤りがある（形式不正）。
• HCSC サーバに該当のサービス名のサービスアダプタが配備されていない。
• リクエスト受付が起動状態ではない（停止状態，起動処理中，起動失敗状態，停止処理中，停止失敗状
態，削除処理中）。
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標準の同期受付（Web サービス）に要求を出すサー
ビスリクエスタ（JAX-WS エンジン）

標準の同期受付（Web サービス）に要求を出すサービスリクエスタとして，JAX-WS エンジンを使用して
通信するサービスリクエスタを作成できます。JAX-WS エンジンを使用して通信するサービスリクエスタ
は，SOAP（document-literal 型）を利用して，標準の同期受付（Web サービス）に要求電文を送信しま
す。
JAX-WS エンジンの場合のサービスリクエスタと HCSC サーバの関係を次の図に示します。
図 8‒12

8.3.1

標準の同期受付（Web サービス）に要求を出すサービスリクエスタと HCSC サーバの関係（JAXWS エンジン）

サービスリクエスタ（標準の同期受付（Web サービス））の作成
手順（JAX-WS エンジン）

標準の同期受付（Web サービス）にサービス部品の実行を要求し，サービス部品を呼び出すためのサービ
スリクエスタの作成手順を次に示します。
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図 8‒13 サービスリクエスタ（標準の同期受付（Web サービス））の作成手順（JAX-WS エンジン）

各工程の作業を次に示します。

(1)

WSDL の取得
サービス部品を呼び出す HCSC サーバの同期受付（Web サービス）のインターフェース情報を WSDL か
ら取得します。WSDL の取得については，「8.3.2 WSDL を取得する」を参照してください。

(2)

サービスクラスの生成
「8.3.2 WSDL を取得する」で取得した WSDL からサービスクラスを生成します。サービスクラスの生
成については，「8.3.3 サービスクラスを生成する」を参照してください。

(3)

オブジェクトの生成
同期受付（Web サービス）のメソッドを呼び出すために，「8.3.3 サービスクラスを生成する」で生成し
たサービスクラスからプロキシクラスのオブジェクトを生成します。プロキシクラスのオブジェクトの生
成については，「8.3.4 オブジェクトを生成する」を参照してください。

(4)

パラメタの設定
同期受付（Web サービス）のメソッドの引数となるパラメタを設定します。パラメタの設定については，
「8.3.5 パラメタを設定する」を参照してください。
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要求電文の作成
サービス部品の実行を要求する要求電文を作成します。要求電文の作成については，
「8.3.6
成する」を参照してください。

(6)

要求電文を作

応答電文の取得
同期受付（Web サービス）から，サービス部品の実行要求に対する応答電文を取得します。応答電文の取
得については，「8.3.7 応答電文を取得する」を参照してください。

(7)

エラー情報の取得
要求先のサービス部品，HCSC サーバ，および JAX-WS エンジンでエラーが発生した場合，エラー情報を
取得し，その情報に従って対処します。エラー情報の取得については，
「8.3.8 エラー情報を取得する」を
参照してください。

8.3.2

WSDL を取得する

サービス部品を呼び出す HCSC サーバの同期受付（Web サービス）のインターフェース情報を WSDL か
ら取得します。WSDL を取得するには，次の 2 つの方法があります。
方法 1
1. Eclipse のメニューから，［HCSC-Definer］−［公開サービス一覧］を選択します。
ツリービューの公開サービス一覧に，HCSC コンポーネントの一覧が表示されます。
2. HCSC コンポーネントの一覧から，呼び出すサービス部品（HCSC コンポーネント）を選択し，ダブル
クリックします。
HCSC コンポーネント情報表示画面に，HCSC コンポーネントの情報が表示されます。HCSC コン
ポーネント情報表示画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.2.7 HCSC コンポーネント情報表示画面」を参照してください。
［サーバ情報］には，サービス部品の要求先となる HCSC サーバの情報が表示されます。
3. 必要に応じて，
［バインディングスタイル］ラジオボタンおよび［SOAP バージョン］ラジオボタンで，
取得する WSDL の種類を選択します。
［バインディングスタイル］ラジオボタンでは，取得する WSDL 定義のスタイルを選択します。
［SOAP
バージョン］ラジオボタンでは，対応する SOAP 仕様のバージョンを選択します。
4.［WSDL 取得］ボタンをクリックします。
［WSDL ファイルの保存］ダイアログが表示されます。
保存先を指定して，WSDL を取得します。
方法 2
1. HCSC-Messaging をインストールしたディレクトリから，WSDL のサンプルを取得します。
用途に合わせて次に示す WSDL のどちらかを取得してください。
• SOAP1.1 用／document-literal 型
cscmsg_ws_doc.wsdl ファイル
• SOAP1.2 用／document-literal 型
cscmsg_ws_doc_1_2.wsdl ファイル
HCSC-Messaging をインストールしたディレクトリについては，マニュアル「サービスプラットフォー
ム システム構築・運用ガイド」の「2.1.2 Service Platform のインストール」を参照してください。

493

8

サービスリクエスタの作成

2. WSDL の<soap:address>または<soap12:address>の location の内容を次のように変更します。
http://<ホスト名>:<ポート番号>※1/<コンテキストルート>※2/services/
CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl
注※1
HCSC サーバの URL です。
注※2
開発環境および運用環境で HCSC サーバ構成配備時に決定される HCSC サーバのクラスタ名で
す。SOAP1.2 の場合，クラスタ名に接尾辞"12"が付与されます。

8.3.3

サービスクラスを生成する

取得した WSDL からサービスクラスを生成します。サービスクラスは cjwsimport コマンドで生成しま
す。
コマンドの入力例を次に示します。
cjwsimport -s <ソースファイルの出力先ディレクトリ> -d <コンパイル済みクラスファイルの出力先ディレクトリ>
cscmsg_ws_doc.wsdl

JAX-WS エンジンの場合，WSDL のスタイルは document-literal になるため，「cscmsg_ws_doc.wsdl」
と設定します。

なお，このコマンドの入力例は，
「8.3.2 WSDL を取得する」で取得した WSDL（cscmsg_ws_doc.wsdl）
が cjwsimport コマンドを実行するカレントディレクトリに格納されている場合の例になります。
cjwsimport コマンドのオプションなどの詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ Web
サービス開発ガイド」の「14.1 cjwsimport コマンド」を参照してください。
このコマンドを実行すると，指定したソースファイルの出力先ディレクトリに，次のディレクトリおよび
ファイルが生成されます。
/ソースファイルの出力先ディレクトリ
├jp/co/hitachi/soft/csc/msg/message/reception/ejb/
｜├CSCMsgServerFaultException.java
｜｜
//HCSCサーバ独自のフォルト情報が格納されるクラス
｜├CSCMsgServerFaultException_Exception.java
｜｜
//CSCMsgServerFaultExceptionをラッパする例外クラス
｜├CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl.java
｜｜
//WSDLのportType要素に対応するサービスエンドポイントインターフェース
｜├CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplService.java
｜｜
//サービスクラス
｜├GetServiceInfo.java
｜｜
//getServiceInfoオペレーションの要求電文に対するJavaBeanクラス※1
｜├GetServiceInfoResponse.java
｜｜
//getServiceInfoオペレーションの応答電文に対するJavaBeanクラス※1
｜├InvokeBinary.java
｜｜
//invokeBinaryオペレーションの要求電文に対するJavaBeanクラス※1
｜├InvokeBinaryResponse.java
｜｜
//invokeBinaryオペレーションの応答電文に対するJavaBeanクラス※1
｜├InvokeBPXML.java
｜｜
//invokeBPXMLオペレーションの要求電文に対するJavaBeanクラス※1
｜├InvokeBPXMLResponse.java
｜｜
//invokeBPXMLオペレーションの応答電文に対するJavaBeanクラス※1
｜├InvokeXML.java
｜｜
//invokeXMLオペレーションの要求電文に対するJavaBeanクラス※1
｜├InvokeXMLResponse.java
｜｜
//invokeXMLオペレーションの応答電文に対するJavaBeanクラス※1
｜├ObjectFactory.java
｜｜
//JAXB2.1仕様のObjectFactoryクラス
｜└package-info.java
｜
//JAXB2.1で使用するファイル
└cscmsg_ws_doc.wsdl※2

494

8

サービスリクエスタの作成

注※1
JAXB2.1 で使用します。
注※2
この出力例は，次の状態で cjwsimport コマンドを実行した場合の例になります。
• cjwsimport コマンドの-s オプションに指定したディレクトリに「8.3.2 WSDL を取得する」で取
得した WSDL（cscmsg_ws_doc.wsdl）が格納されている。cjwsimport コマンドに指定した
WSDL も，-s オプションに指定したディレクトリに存在する WSDL を指定している。
• cjwsimport コマンドで-s オプションを省略して実行し，cjwsimport コマンドを実行するカレント
ディレクトリに「8.3.2 WSDL を取得する」で取得した WSDL（cscmsg_ws_doc.wsdl）が格納
されている。cjwsimport コマンドに指定した WSDL もディレクトリを指定しないで，カレント
ディレクトリに存在する WSDL を指定している。
なお，cjwsimport コマンドに指定した WSDL（cscmsg_ws_doc.wsdl）は，コマンドを実行したあ
と，-s オプションに指定したソースファイルの出力先ディレクトリには出力されません。
!

注意事項
JAX-WS エンジンに対応したサービスリクエスタの場合，プログラム実行時に WSDL を読み込みます。サービ
スクラスのデフォルトコンストラクタを使用する場合は，cjwsimport コマンドで指定した WSDL のパス
（「8.3.2 WSDL を取得する」で取得した WSDL ファイルをサービスクラス生成のために格納したディレクト
リ）の WSDL を読み込みます。そのため，cjwsimport コマンドを実行したあと，サービスクラスを基点とした
WSDL ファイルの構成位置は，相対関係を壊すような構成にならないよう，WSDL ファイルを移動しないでく
ださい。サービスリクエスタ実行時に参照する WSDL の構成位置を，cjwsimport コマンドで指定した WSDL
のパスから変更する場合は，URL を指定できるコンストラクタを使用してください。

8.3.4

オブジェクトを生成する

同期受付（Web サービス）のメソッドを呼び出すために，生成したサービスクラスを使用して，プロキシ
クラスのオブジェクトを生成します。プロキシクラスのオブジェクトを生成する手順を次に示します。
1. CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplService クラスのオブジェクトを生成します。
（例）
CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplService service
= new CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImplService();

2. wsdl:portType に対応するプロキシクラスである CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl.java クラ
スを生成します。
（例）
CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl ws
= service.getCSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl();

3. 生成した CSCMsgSyncServiceDeliveryWSImpl.java クラスのオブジェクトを使用して，同期受付
（Web サービス）のメソッドを呼び出します。
（例）要求電文が XML の場合
String result = ws.invokeXML(
serviceName,
clientID,
requestFormatID,
responseFormatID,
operationName,
userData);

//
//
//
//
//
//
//

メソッドの呼び出し
サービス名
クライアント相関ID
リクエストフォーマットID
レスポンスフォーマットID
オペレーション名
ユーザ電文
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（例）要求電文がバイナリの場合
byte[] resultBinary = ws.invokeBinary(
serviceName,
clientID,
requestFormatID,
responseFormatID,
operationName,
userDataBinary.length,
userDataBinary);

//
//
//
//
//
//
//
//

メソッドの呼び出し
サービス名
クライアント相関ID
リクエストフォーマットID
レスポンスフォーマットID
オペレーション名
ユーザ電文長
ユーザ電文

! 注意事項
バイナリ電文の要求電文を送信できるのは，サービス部品側で使用している電文形式がバイナリ形式の

ときだけです。

8.3.5

パラメタを設定する

メソッドの引数となるパラメタは，SOAP 通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。
SOAP 通信基盤のパラメタの設定については，「8.2.5

8.3.6

パラメタを設定する」を参照してください。

要求電文を作成する

要求電文の作成方法は，SOAP 通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。
SOAP 通信基盤の要求電文の作成については，「8.2.6

8.3.7

要求電文を作成する」を参照してください。

応答電文を取得する

応答電文の取得方法は，SOAP 通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。
SOAP 通信基盤の応答電文の取得については，「8.2.7

8.3.8

応答電文を取得する」を参照してください。

エラー情報を取得する

要求先のサービス部品，HCSC サーバ，および JAX-WS エンジンでエラーが発生した場合，エラー情報を
取得し，その情報に従って対処します。
JAX-WS エンジンを使用して通信するサービスリクエスタの場合，情報がラップされた例外（SOAP1.1 の
場合は CSCMsgServerFaultException_Exception，SOAP1.2 の場合は
CSCMsgServerFault12Exception_Exception）※がキャッチされます。そのため，getFaultInfo()メソッ

ドを使用してフォルト情報の格納クラスを取得する必要があります。
注※

cjwsimport コマンド実行時に，"_"（アンダーバー）は除去され，フォルト情報の格納クラス
（FaultBean）との名前重複を回避するために接尾辞"_Exception"が付与された例外名となります。

(1)

サービスリクエスタ側の実装例
getFaultInfo()メソッドを使用して，フォルト情報の格納クラスを取得する場合の，サービスリクエスタ側
の実装の例を次に示します。
• SOAP1.1 の場合

/**
* Sample Program
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*/

{

try {
：
// Webサービス呼び出し
：
} catch (CSCMsgServerFaultException_Exception e) {
// CSC内部で例外またはユーザ定義例外が発生
// CSCで定義している例外オブジェクトを取得
CSCMsgServerFaultException faultInfo = e.getFaultInfo();

}

// 例外情報を出力
System.err.println("errorCode="
+ faultInfo.getErrorCode());
System.err.println("errorMessage="
+ faultInfo.getErrorMessage());
System.err.println("processInstanceID="
+ faultInfo.getProcessInstanceID());
System.err.println("faultCode="
+ faultInfo.getCscmsgFaultCode());
System.err.println("faultActor="
+ faultInfo.getCscmsgFaultActor());
System.err.println("faultString="
+ faultInfo.getCscmsgFaultString());
System.err.println("faultName="
+ faultInfo.getFaultName());
byte[] faultDetail = faultInfo.getCscmsgFaultDetail();
try {
if(faultDetail != null) {
System.err.println("faultDetail="
+ new String(faultDetail, "UTF-8"));
}
} catch (UnsupportedEncodingException e1) {
e1.printStackTrace();
}
} catch (SOAPFaultException e) {
：
}

• SOAP1.2 の場合
/**
* Sample Program
*/
{
try {
：
// Webサービス呼び出し
：
} catch (CSCMsgServerFault12Exception_Exception e) {
// CSC内部で例外またはユーザ定義例外が発生
// CSCで定義しているフォルト情報のオブジェクトを取得
CSCMsgServerFault12Exception faultInfo = e.getFaultInfo();
// 例外情報を出力
System.err.println("errorCode="
+ faultInfo.getErrorCode());
System.err.println("errorMessage="
+ faultInfo.getErrorMessage());
System.err.println("processInstanceID="
+ faultInfo.getProcessInstanceID());
CscmsgFaultCode code = faultInfo.getCscmsgFaultCode();
if (code == null) {
System.err.println("Code=" + code);
} else {
List<String> values = code.getValues();
for(String value : values) {
System.err.println("Code Value=" + value);
}
}
CscmsgFaultReason reason = faultInfo.getCscmsgFaultReason();
if (reason == null) {
System.err.println("Reason=" + reason);
} else {
List<CscmsgFaultReasonText> texts =
reason.getCscmsgFaultReasonText();
Locale locale = Locale.getDefault();
for(CscmsgFaultReasonText text : texts) {
if(locale.equals(text.getLocale())) {
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}

}

System.err.println("Reason=" + text.getText());

}
}
System.err.println("Role="
+ faultInfo.getCscmsgFaultRole());
System.err.println("Node="
+ faultInfo.getCscmsgFaultNode());
System.err.println("faultName="
+ faultInfo.getFaultName());
byte[] faultDetail = faultInfo.getCscmsgFaultDetail();
try {
if(faultDetail != null) {
System.err.println("faultDetail="
+ new String(faultDetail, "UTF-8"));
}
} catch (UnsupportedEncodingException e1) {
e1.printStackTrace();
}
} catch (SOAPFaultException e) {
：
}

SOAP エンベロープの detail 情報には，Web サービスからの例外（SOAP Fault）の場合には，サービス
（SOAP Fault 発行元）が返してきた SOAP Fault の情報と HCSC-Messaging が設定したエラーメッセー
ジ，およびエラーコードが含まれます。
HCSC-Messaging で検出した例外（Exception）の場合や，Web サービス以外のサービスからの例外
（Exception）の場合には，HCSC-Messaging で検出したエラーのエラーコードとエラー情報が含まれま
す。
各メソッドについて，次に説明します。
(a)

例外情報保持クラスが持つメソッド
●getErrorMessage（SOAP1.1／SOAP1.2 共通）
説明
エラーメッセージを取得します。
次の例外の内容を取得する場合に使用します。
• HCSC-Messaging 内で検知した例外
• サービス部品やビジネスプロセスからのフォルト
形式
public java.lang.String getErrorMessage()
●getErrorCode（SOAP1.1／SOAP1.2 共通）
説明
エラーコードを取得します。
次の例外の内容に対するエラーコードを取得する場合に使用します。
• HCSC-Messaging 内で検知した例外
• サービス部品やビジネスプロセスからのフォルト
形式
public java.lang.String getErrorCode()
●getProcessInstanceID（SOAP1.1／SOAP1.2 共通）
説明
ビジネスプロセスインスタンス ID を取得します。
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形式
public String getProcessInstanceID()
●getCscmsgFaultCode（SOAP1.1 用）
説明
SOAP1.1 による通信の場合に，サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービ
スアダプタからの FaultCode 情報を取得します。
形式
public java.lang.String getCscmsgFaultCode()
●getCscmsgFaultString（SOAP1.1 用）
説明
SOAP1.1 による通信の場合に，サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービ
スアダプタからの FaultString 情報を取得します。
形式
public java.lang.String getCscmsgFaultString()
●getCscmsgFaultActor（SOAP1.1 用）
説明
SOAP1.1 による通信の場合に，サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービ
スアダプタからの FaultActor 情報を取得します。
形式
public java.lang.String getCscmsgFaultActor()
●getCscmsgFaultCode（SOAP1.2 用）
説明
SOAP1.2 による通信の場合に，サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービ
スアダプタからの FaultCode または Code 情報を保持する CscmsgFaultCode クラスを取得しま
す。
形式
public jp.co.hitachi.soft.csc.msg.message.reception.ejb.CscmsgFaultCode
getCscmsgFaultCode()
●getCscmsgFaultReason（SOAP1.2 用）
説明
SOAP1.2 による通信の場合に，サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービ
スアダプタからの Reason 情報を保持する CscmsgFaultReason クラスを取得します。
形式
public jp.co.hitachi.soft.csc.msg.message.reception.ejb.CscmsgFaultReason
getCscmsgFaultReason()
●getCscmsgFaultRole（SOAP1.2 用）
説明
SOAP1.2 による通信の場合に，サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービ
スアダプタからの Role 情報を取得します。
形式
public java.lang.String getCscmsgFaultRole()
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●getCscmsgFaultNode（SOAP1.2 用）
説明
SOAP1.2 による通信の場合に，サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービ
スアダプタからの Node 情報を取得します。
形式
public java.lang.String getCscmsgFaultNode()
●getCscmsgFaultDetail（SOAP1.1／SOAP1.2 共通）
説明
サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの Detail 情報を
取得します。
サービス部品が設定した Detail 情報をバイト配列でサービスリクエスタに引き渡します。した
がって，取得したバイト配列を文字列に変換する必要があります。
なお，サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの Detail
情報がない場合は，0 バイトのバイト配列（SOAP メッセージの空タグ）で応答します。
形式
public byte[] getCscmsgFaultDetail()
●getFaultName（SOAP1.1／SOAP1.2 共通）
説明
サービス部品（Web サービス）またはビジネスプロセスからの例外名を取得します。
形式
public String getFaultName()
(b)

CscmsgFaultCode クラスが持つメソッド
●getValues（SOAP1.2 用）
説明
SOAP1.2 による通信の場合に，サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービ
スアダプタからの FaultCode または Code 情報が持つ Value 情報を取得します。
形式
public java.util.List<java.lang.String> getValues()

(c)

CscmsgFaultReason クラスが持つメソッド
●getTexts（SOAP1.2 用）
説明
SOAP1.2 による通信の場合に，サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービ
スアダプタからの Reason 情報が持つ Text 情報を取得します。
形式
public java.util.List<java.lang.String> getTexts()

(2)

エラー情報（SOAP Fault）の形式
エラー情報（SOAP Fault）の形式を次の表に示します。
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エラー情報（SOAP Fault）の形式
要素

SOAP1.1

SOAP1.2

faultcode

Code

名称
Fault コード

内容
JAX-WS エンジンに依存する値です。
違反コードを出力します。

faultstring

−

Fault 文字列

JAX-WS エンジンに依存する値です。
エラーメッセージを出力します。

−

Reason

Fault 理由

JAX-WS エンジンに依存する値です。
エラーメッセージを出力します。

faultactor
−
detail※1

Role

Fault 生成者

JAX-WS エンジンに依存する値です。値はありません。

Node

Fault ノード

JAX-WS エンジンに依存する値です。値はありません。

Detail※2

Fault 詳細

wsdl:fault に対応する内容です。

（凡例）
−：該当しません。
注※1
要素「detail」はエラー情報の詳細です。「表 8-10」に示す構造体で格納されます。
注※2
要素「Detail」はエラー情報の詳細です。「表 8-11」に示す構造体で格納されます。

表 8‒10

エラー情報（SOAP Fault）の詳細（SOAP1.1）
説明

フィールド名

errorMessage

サービス部品，ビジネスプロセス，サービスアダプタ，また
は連携する HCSC サーバからのエラー（フォルト）

HCSC サーバで検知したエラー
（例外）

次に示すエラーの内容です。
• HCSC サーバ内で検知したエラー
• サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー

errorCode

次に示す例外の内容に対応するエラーコードです。
• HCSC サーバ内で検知したエラー
• サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー

processInstanceID

ビジネスプロセスのインスタンス ID の情報です。
ビジネスプロセスでエラーが発生した場合に値が設定されます。

cscmsgFaultCode

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，または
サービスアダプタからの FaultCode 情報です。

−

cscmsgFaultString

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，または
サービスアダプタからの FaultString 情報です。

−

cscmsgFaultActor

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，または
サービスアダプタからの FaultActor 情報です。

−

cscmsgFaultDetail

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，または
サービスアダプタからの Detail 情報です。

−
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説明
フィールド名

faultName

サービス部品，ビジネスプロセス，サービスアダプタ，また
は連携する HCSC サーバからのエラー（フォルト）

HCSC サーバで検知したエラー
（例外）

サービス部品（Web サービスまたは SessionBean）または
ビジネスプロセスからのフォルト名（例外名）情報です。

−

次の場合に値が設定されます。
• サービス部品（Web サービスまたは SessionBean）か
らのユーザ定義例外の SOAP Fault の場合
• ビジネスプロセスからのフォルトの場合
SOAP Fault 動作定義ファイルに targetNamespace の
URI を定義した Web サービスからの SOAP Fault の場
合，値は設定されません。SOAP Fault 動作定義ファイルに
ついては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「SOAP Fault 動作定義ファイル」を参照してく
ださい。
（凡例）
−：該当しません。

表 8‒11

エラー情報（SOAP Fault）の詳細（SOAP1.2）
説明

フィールド名

errorMessage

サービス部品，ビジネスプロセス，サービスアダプタ，また
は連携する HCSC サーバからのエラー（フォルト）

HCSC サーバで検知したエラー
（例外）

次に示すエラーの内容です。
• HCSC サーバ内で検知したエラー
• サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー

errorCode

次に示す例外の内容に対応するエラーコードです。
• HCSC サーバ内で検知したエラー
• サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー

processInstanceID

ビジネスプロセスのインスタンス ID の情報です。
ビジネスプロセスでエラーが発生した場合に値が設定されます。

cscmsgFaultCode

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，または
サービスアダプタからの FaultCode 情報です。

−

cscmsgFaultReason

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，または
サービスアダプタからの FaultReason 情報です。

−

cscmsgFaultRole

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，または
サービスアダプタからの Role 情報です。

−

cscmsgFaultDetail

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，または
サービスアダプタからの Detail 情報です。

−

faultName

サービス部品（Web サービスまたは SessionBean）または
ビジネスプロセスからのフォルト名（例外名）情報です。

−

次の場合に値が設定されます。
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説明
フィールド名

faultName

サービス部品，ビジネスプロセス，サービスアダプタ，また
は連携する HCSC サーバからのエラー（フォルト）

HCSC サーバで検知したエラー
（例外）

• サービス部品（Web サービスまたは SessionBean）か
らのユーザ定義例外の SOAP Fault の場合

−

• ビジネスプロセスからのフォルトの場合
SOAP Fault 動作定義ファイルに targetNamespace の
URI を定義した Web サービスからの SOAP Fault の場
合，値は設定されません。SOAP Fault 動作定義ファイルに
ついては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「SOAP Fault 動作定義ファイル」を参照してく
ださい。
（凡例）
−：該当しません。

8.3.9

ビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタの作成
（Web サービス・JAX-WS エンジン）

標準の同期受付（Web サービス）に要求を出すサービスリクエスタとして，ビジネスプロセスの再実行を
要求するサービスリクエスタを作成できます。
サービスリクエスタと標準の同期受付（Web サービス）の間は，document/literal スタイルの SOAP メッ
セージで送受信されます。
標準の同期受付（Web サービス）にビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタを作成する
流れは，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同
じです。作成の流れについては，
「8.3.1 サービスリクエスタ（標準の同期受付（Web サービス））の作成
手順（JAX-WS エンジン）」を参照してください。
各工程で実施する内容を次に示します。

(1)

WSDL の取得
WSDL の取得方法は，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作
成する場合と同じです。
WSDL の取得方法については，「8.3.2

(2)

WSDL を取得する」を参照してください。

サービスクラスの生成
サービスクラスの生成方法は，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出す，通常のサービスリクエス
タを作成する場合と同じです。
サービスクラスの生成方法については，「8.3.3

(3)

サービスクラスを生成する」を参照してください。

オブジェクトの生成
オブジェクトの生成方法は，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタ
を作成する場合と同じです。
オブジェクトの生成については，「8.3.4

オブジェクトを生成する」を参照してください。
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なお，ビジネスプロセスの再実行を要求するメソッドは，invokeBPXML()を使用して呼び出します。

(4)

パラメタの設定
メソッドの引数となるパラメタは，SOAP 通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。
SOAP 通信基盤のパラメタの設定については，「8.2.5

(5)

パラメタを設定する」を参照してください。

要求電文の作成
要求電文の作成方法は，SOAP 通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。
SOAP 通信基盤の要求電文の作成については，「8.2.6

(6)

要求電文を作成する」を参照してください。

応答電文の取得
応答電文の取得方法は，SOAP 通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。
SOAP 通信基盤の応答電文の取得については，「8.2.7

(7)

応答電文を取得する」を参照してください。

エラー情報の取得
エラー情報を取得するためのサービスリクエスタの実装は，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出
す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。
エラー情報の取得については，「8.3.8

8.3.10

エラー情報を取得する」を参照してください。

サービスアダプタの稼働状況確認を要求するサービスリクエス
タの作成（Web サービス・JAX-WS エンジン）

標準の同期受付（Web サービス）に要求を出すサービスリクエスタとして，アプリケーションからサービ
スアダプタの稼働状況確認を要求するサービスリクエスタを作成できます。
サービスアダプタの稼働状況を確認するには，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出すサービス部
品の呼び出しとは別に，稼働状態確認用のメソッドを呼び出す処理を追加する必要があります。
標準の同期受付（Web サービス）にアプリケーションからサービスアダプタの稼働状況確認を要求する
サービスリクエスタの作成手順を次に示します。
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図 8‒14
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サービスアダプタの稼働状況確認を要求するサービスリクエスタの作成手順（標準の同期受付
（Web サービス・JAX-WS エンジン））

各工程の作業を次に示します。

(1)

WSDL の取得
WSDL の取得方法は，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作
成する場合と同じです。
WSDL の取得方法については，「8.3.2

(2)

WSDL を取得する」を参照してください。

サービスクラスの生成
サービスクラスの生成方法は，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出す，通常のサービスリクエス
タを作成する場合と同じです。
サービスクラスの生成方法については，「8.3.3

(3)

サービスクラスを生成する」を参照してください。

オブジェクトの生成
オブジェクトの生成方法は，SOAP 通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。
オブジェクトの生成については，「8.2.10(3)

オブジェクトの生成」を参照してください。

なお，サービスのメソッドを呼び出すには，クラスのオブジェクトを使用して，次のように実行します。
String result = ws.getServiceInfo(
serviceName,

// メソッドの呼び出し
// サービス名
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clientID,
// クライアント相関ID
"type=all,returnType=Properties");
// オプション

(4)

パラメタの設定
メソッドの引数となるパラメタは，SOAP 通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。
SOAP 通信基盤のパラメタの設定については，「8.2.10(4)

(5)

パラメタの設定」を参照してください。

応答電文の取得
応答電文の取得方法は，SOAP 通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。
SOAP 通信基盤の応答電文の取得については，「8.2.10(5)

(6)

応答電文の取得」を参照してください。

エラー情報の取得
エラー情報を取得するためのサービスリクエスタの実装は，標準の同期受付（Web サービス）に要求を出
す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。
エラー情報の取得については，「8.3.8

506

エラー情報を取得する」を参照してください。

8

8.4

サービスリクエスタの作成

標準の同期受付（SessionBean）に要求を出すサー
ビスリクエスタ

標準の同期受付（SessionBean）へ要求電文を送信するサービスリクエスタは，RMI-IIOP を利用して通信
します。サービスリクエスタから標準受付（SessionBean）へサービス部品実行の要求電文が送信され，
HCSC サーバがサービス部品の実行を行います。
ユーザは開発環境からスタブを取得し，そのスタブを利用して，同期受付（SessionBean）に要求を出し

ます。したがって，サービスリクエスタは，取得したスタブを利用できるように実装する必要があります。
標準の同期受付（SessionBean）に要求を出すサービスリクエスタと HCSC サーバの関係を次の図に示し
ます。
図 8‒15

8.4.1

標準の同期受付（SessionBean）に要求を出すサービスリクエスタと HCSC サーバの関係

サービスリクエスタ（標準の同期受付（SessionBean））の作成
手順

標準の同期受付（SessionBean）にサービス部品の実行を要求し，サービス部品を呼び出すためのサービ
スリクエスタの作成手順を次に示します。
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図 8‒16 サービスリクエスタの作成手順（標準の同期受付（SessionBean））

各工程の作業を次に示します。

(1)

スタブの取得
開発環境の HCSC コンポーネント情報表示画面から，HCSC サーバが配備されている J2EE サーバ（JNDI
名）に対応したスタブを取得します。スタブの取得については，
「8.4.2 スタブを取得する」を参照してく
ださい。

(2) インスタンスの生成
同期受付（SessionBean）のメソッドを呼び出すために，「(1) スタブの取得」で取得したスタブから
Enterprise Bean のインスタンスを生成します。インスタンスの生成については，
「8.4.3 インスタンスを
生成する」を参照してください。

(3) パラメタの設定
同期受付（SessionBean）のメソッドの引数となるパラメタを設定します。パラメタの設定については，
「8.4.4 パラメタを設定する」を参照してください。

(4)

要求電文の作成
サービス部品の実行を要求する要求電文を作成します。要求電文の作成については，
「8.4.5
成する」を参照してください。
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(5)

サービスリクエスタの作成

応答電文の取得
同期受付（SessionBean）から，サービス部品の実行要求に対する応答電文を取得します。応答電文の取
得については，「8.4.6 応答電文を取得する」を参照してください。

(6)

エラー情報の取得
要求先のサービス部品，HCSC サーバ，および EJB コンテナでエラーが発生した場合，エラー情報を取得
し，その情報に従って対処します。エラー情報の取得については，
「8.4.7 エラー情報を取得する」を参照
してください。

8.4.2

スタブを取得する

HCSC サーバが配備されている J2EE サーバ（JNDI 名）に対応したスタブを取得します。スタブを取得す
る方法を次に示します。
1. Eclipse のメニューから，［HCSC-Definer］−［公開サービス一覧］を選択します。
ツリービューの公開サービス一覧に，HCSC コンポーネントの一覧が表示されます。
2. HCSC コンポーネントの一覧から，呼び出すサービス部品（HCSC コンポーネント）を選択し，ダブル
クリックします。

HCSC コンポーネント情報表示画面に，HCSC コンポーネントの情報が表示されます。HCSC コン
ポーネント情報表示画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.2.7 HCSC コンポーネント情報表示画面」を参照してください。
［サーバ情報］には，サービス部品の要求先となる HCSC サーバの情報が表示されます。
3.［スタブ取得］ボタンをクリックします。
［スタブファイルの保存］ダイアログが表示されます。
保存先を指定して，スタブを取得します。
取得したスタブの構成を次に示します。
/カレントディレクトリ
└cscmsg_ejb_client.jar

8.4.3

インスタンスを生成する

同期受付（SessionBean）のメソッドを呼び出すために，取得したスタブを使用して，Enterprise Bean の
インスタンスを生成します。Enterprise Bean のインスタンスを生成する手順を次に示します。
1. EJB ホームオブジェクトのリファレンスの検索に利用する JNDI ネーミングコンテキストを生成しま
す。
（例）
javax.naming.Context ctx = new javax.naming.InitialContext();

2. 生成した JNDI ネーミングコンテキストを使用して，EJB ホームオブジェクトのリファレンスを取得し
ます。
EJB ホームオブジェクトのリファレンスは，ユーザ指定名前空間または EJB コンテナ名前空間を利用し
て検索し，取得します。EJB ホームオブジェクトのリファレンスの検索・取得の詳細については，マニュ
アル「アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編(EJB コンテナ)」の「3.4.2 Enterprise Bean
を呼び出すための実装」を参照してください。
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（例）
Object objref
= initial.lookup("HITACHI_EJB/SERVERS/" + "<J2EEサーバ名称>"
+ "/EJB/CSCMsgSyncServiceDelivery/CSCMsgSyncServiceDeliveryEJB");
CSCMsgSyncServiceDeliveryHome home
= (CSCMsgSyncServiceDeliveryHome)PortableRemoteObject
.narrow(objref, CSCMsgSyncServiceDeliveryHome.class);

3. EJB ホームオブジェクトの create メソッドによって，Enterprise Bean のインスタンスを生成します。
生成した Enterprise Bean のインスタンスを使用して，同期受付（SessionBean）のメソッド
（Enterprise bean のメソッド）を呼び出します。
（例）要求電文が XML の場合
CSCMsgSyncServiceDelivery reception = home.create();
// Enterprise Beanのインスタンスを生成
String result = reception .invokeXML(
// メソッドの呼び出し
serviceName,
// サービス名
clientID,
// クライアント相関ID
requestFormatID,
// リクエストフォーマットID
responseFormatID,
// レスポンスフォーマットID
operationName,
// オペレーション名
userData);
// ユーザ電文

（例）要求電文がバイナリの場合
CSCMsgSyncServiceDelivery reception = home.create();
// Enterprise Beanのインスタンスを生成
byte[] resultBinary = reception .invokeBinary( // メソッドの呼び出し
serviceName,
// サービス名
clientID,
// クライアント相関ID
requestFormatID,
// リクエストフォーマットID
responseFormatID,
// レスポンスフォーマットID
operationName,
// オペレーション名
userDataBinary.length,
// メッセージ長
userDataBinary);
// ユーザ電文

! 注意事項
バイナリ電文の要求電文を送信できるのは，サービス部品側で使用している電文形式がバイナリ形式の
ときだけです。

8.4.4

パラメタを設定する

同期受付（SessionBean）のメソッドを呼び出すため，メソッドの引数となるパラメタを設定します。パ
ラメタの詳細を次の表に示します。
表 8‒12

パラメタの詳細（標準の同期受付（SessionBean））

パラメタ名
サービス名

データ型
java.lang.Stri
ng

パラメタ
invokeXML
serviceName

invokeBinary

説明
要求先のサービス名です。
このパラメタは必ず指定してください。
要求先のサービス名は，開発環境で定義した
サービスアダプタまたはビジネスプロセスを
指定してください。

クライアント相関 ID
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java.lang.Stri
ng

clientID

サービスリクエスタからの要求電文を一意に
識別するための相関識別子です。
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パラメタ名

データ型

クライアント相関 ID

java.lang.Stri
ng

パラメタ
invokeXML

説明

invokeBinary

clientID

サービスリクエスタの作成

255 文字以内の英数字，アンダーバー（_），
ピリオド（.）およびハイフン（-）で指定して
ください。
サービスリクエスタからの要求電文と，
HCSC サーバで管理している実行履歴やログ
およびトレースを対応づけるために使用しま
す。したがって，HCSC サーバに送信した要
求電文ごとに異なる ID を指定してください。
クライアント相関 ID を省略したい場合，
NULL を指定してください。

リクエストフォー
マット ID

java.lang.Stri
ng

cscRequestFormatID

サービスリクエスタからの要求電文フォー
マットを一意に識別するための ID です。
このパラメタには NULL を指定してくださ
い。

レスポンスフォー
マット ID

java.lang.Stri
ng

cscResponseFormatID

HCSC サーバからの応答電文フォーマットを
一意に識別するための ID です。
このパラメタには NULL を指定してくださ
い。

オペレーション名

java.lang.Stri
ng

serviceOperationName

要求先のサービス名に対するオペレーション
名です。※
オペレーション名は，開発環境で定義した
サービス部品のオペレーション名を指定しま
す。255 バイト以内の XMLSchema の
NCName 定義文字で指定してください。
要求先のサービス部品が同期のサービス部品
（Web サービスまたは SessionBean）または
ビジネスプロセスの場合，必ず指定してくだ
さい。
要求先のサービス部品が非同期のサービス部
品の場合，オペレーション名を省略できます。
省略する場合，NULL を指定してください。

ユーザ電文

ユーザ電文長

java.lang.Stri
ng

int

msg

×

サービスリクエスタからの要求電文です。※
要求電文が XML の場合に指定します。要求
電文がない場合，NULL または空文字（""）
を指定してください。要求電文の詳細につい
ては，
「8.4.5 要求電文を作成する」を参照し
てください。

×

requestMess
ageLength

要求電文の長さです。
要求電文がバイナリの場合に指定します。要
求電文がバイナリの場合は，必ず指定してく
ださい。
要求電文がない場合，0 を指定してください。

ユーザ電文

byte[]

×

msg

サービスリクエスタからの要求電文です。※
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パラメタ名
ユーザ電文

データ型

パラメタ
invokeXML

byte[]

×

説明

invokeBinary
msg

要求電文がバイナリの場合に指定します。要
求電文の詳細については，
「8.4.5 要求電文を
作成する」を参照してください。
要求電文がない場合，NULL または 0 バイト
のバイト配列を指定してください。

（凡例）
×：指定できません。
注※
要求先のサービス部品のプロトコルが SOAP の場合，ユーザ電文のルート要素の名称（データ変換を行う場合，デー
タ変換後の電文のルート要素の名称）から呼び出すオペレーションを決定します。そのため，ユーザ電文のルート要
素に誤った名称を指定した場合，意図しないオペレーションを呼び出してしまうので注意してください。

8.4.5

要求電文を作成する

サービスリクエスタから HCSC サーバの同期受付（SessionBean）に，サービス部品を要求する要求電文

を作成します。サービスリクエスタから送信する要求電文の内容は，サービス部品側と同じ電文フォーマッ
トで作成してください。要求電文の送信を次の図に示します。
図 8‒17

要求電文の送信（標準の同期受付（SessionBean））

また，サービスリクエスタから同期受付（SessionBean）に送信する要求電文は，電文種別に XML 電文と
バイナリ電文の 2 種類があります。どちらの電文種別を使用するかは，サービス部品側で使用しているプ
ロトコルによって異なります。
XML 電文およびバイナリ電文の要求電文については，
「8.2.6

要求電文を作成する」を参照してください。

正常な要求電文の伝わり方については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「2.3
SessionBean を使用したサービスとの接続」を参照してください。

8.4.6

応答電文を取得する

HCSC サーバの同期受付（SessionBean）から，サービス部品の実行要求に対する応答電文を取得します。
サービスリクエスタは，サービス部品側と同じ電文フォーマットの応答電文を取得します。応答電文の取得
を次の図に示します。
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図 8‒18
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応答電文の取得（標準の同期受付（SessionBean））

また，サービスリクエスタは，電文種別が XML 電文の応答電文を取得します。サービス部品からの応答電
文がない場合は，NULL を受信します。
XML 電文の応答電文および NULL の受信については，「8.2.7
い。

8.4.7

応答電文を取得する」を参照してくださ

エラー情報を取得する

要求先のサービス部品，HCSC サーバ，および EJB コンテナでエラーが発生した場合，エラー情報を取得
し，その情報に従って対処します。

エラー情報は，サービスリクエスタ側で CSCMsgServerException クラスを取得することによって取得で
きます。CSCMsgServerException クラスについては「(2) CSCMsgServerException クラス」を参照し
てください。エラーの伝わり方については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用
ガイド」の「7.7.2 SessionBean 実行時の障害対策」を参照してください。
エラーの詳細については，getErrorMessage メソッドおよび getErrorCode メソッドを使用して取得しま
す。また，Web サービスからのエラー情報（SOAP Fault）を取得する場合は，checkSoapFault メソッ
ドを使用します。

(1) サービスリクエスタ側の実装例
CSCMsgServerException クラスを取得する場合のサービスリクエスタ側の実装例を次に示します。
：
} catch (CSCMsgServerException e) {
System.err.println("Exception ErrorMessage = "
+ e.getErrorMessage() );
System.err.println("Exception ErrorCode = "
+ e.getErrorCode() );
if (e.checkFaultMessage() == true) {
System.err.println("Exception ProcessInstanceID = "
+ e.getProcessInstanceID() );
System.err.println("Exception FaultCode = "
+ e.getFaultCode() );
System.err.println("Exception FaultString = "
+ e.getFaultString() );
System.err.println("Exception FaultActor = "
+ e.getFaultActor() );
System.err.println("Exception FaultDetails = "
+ new String(e.getFaultDetail(), "UTF-8"));
System.err.println("Exception FaultName = "
+ e.getFaultName() );
}
}
：
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(2)

CSCMsgServerException クラス
サービスリクエスタが取得する例外クラスです。

(a)

クラス定義
パッケージ
jp.co.Hitachi.soft.csc.msg.message.reception
クラス
public class CSCMsgServerException
extends java.lang.Exception

(b)

フィールドの一覧
フィールド名

errorMessage

データ型
java.lang.String

説明
次に示す例外の内容です。
• HCSC-Messaging 内で検知した例外
• サービス部品またはビジネスプロセスからのフォルト

errorCode

java.lang.String

次に示す例外の内容に対応するエラーコードです。
• HCSC-Messaging 内で検知した例外
• サービス部品またはビジネスプロセスからのフォルト

processInstanceID

java.lang.String

ビジネスプロセスのインスタンス ID の情報です。
ビジネスプロセスでエラーが発生した場合に値が設定されます。

cscmsgFaultCode

java.lang.String

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダ
プタからの FaultCode 情報です。

cscmsgFaultString

java.lang.String

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダ
プタからの FaultString 情報です。

cscmsgFaultActor

java.lang.String

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダ
プタからの FaultActor 情報です。

cscmsgFaultDetail

byte[]

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダ
プタからの Detail 情報です。

faultName

java.lang.String

サービス部品（Web サービスまたは SessionBean），またはビジネスプロ
セスからのフォルト名（例外名）情報です。
次の場合に値が設定されます。
• サービス部品（Web サービスまたは SessionBean）からのユーザ定義
例外の SOAP Fault の場合
• ビジネスプロセスからのフォルトの場合
SOAP Fault 動作定義ファイルに targetNamespace の URI を定義した
Web サービスからの SOAP Fault の場合，値は設定されません。SOAP
Fault 動作定義ファイルについては，マニュアル「サービスプラットフォー
ム リファレンス」の「SOAP Fault 動作定義ファイル」を参照してくださ
い。
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メソッドの一覧
メソッド名

データ型

説明

getErrorMessage

java.lang.String

エラーメッセージを取得します。

getErrorCode

java.lang.String

エラーコードを取得します。

checkFaultMessage

boolean

サービス部品，ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのフォル
ト情報があるかどうかをチェックします。

getFaultCode

java.lang.String

FaultCode 情報を取得します。

getFaultString

java.lang.String

FaultString 情報を取得します。

getFaultActor

java.lang.String

FaultActor 情報を取得します。

getFaultDetail

byte[]

Detail 情報を取得します。

getProcessInstanceI
D

java.lang.String

ビジネスプロセスのインスタンス ID を取得します。

getFaultName

java.lang.String

フォルト名（例外名）を取得します。

(d)

メソッドの詳細
●getErrorMessage
説明
エラーメッセージを取得します。
次の例外の内容を取得する場合に使用します。
• HCSC-Messaging 内で検知した例外
• サービス部品またはビジネスプロセスからのフォルト
形式
public java.lang.String getErrorMessage()
パラメタ
なし
戻り値
エラーメッセージ
例外
なし
●getErrorCode
説明
エラーコードを取得します。
次の例外の内容に対するエラーコードを取得する場合に使用します。
• HCSC-Messaging 内で検知した例外
• サービス部品またはビジネスプロセスからのフォルト
形式
public java.lang.String getErrorCode()
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パラメタ
なし
戻り値
エラーコード
例外
なし
●checkFaultMessage
説明
サービス部品，ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからのフォルト情報があるかどうかを
チェックします。
サービス部品またはビジネスプロセスが Web サービスの場合，SOAP Fault として返されたエ
ラーの内容が含まれているかどうかチェックします。
また，サービスアダプタからの個別のエラーが含まれているかどうかをチェックします。
形式
public boolean checkFaultMessage()
パラメタ
なし
戻り値
true：Fault メッセージ情報が存在します。
false：Fault メッセージ情報が存在しません。
例外
なし
●getFaultCode
説明
サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの FaultCode 情
報を取得します。
形式
public java.lang.String getFaultCode()
パラメタ
なし
戻り値
faultcode
例外
なし
●getFaultString
説明
サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの FaultString
情報を取得します。
形式
public java.lang.String getFaultString()
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パラメタ
なし
戻り値
faultstring
例外
なし
●getFaultActor
説明
サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの FaultActor 情
報を取得します。
形式
public java.lang.String getFaultActor()
パラメタ
なし
戻り値
faultactor
例外
なし
●getFaultDetail
説明
サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの Detail 情報を
取得します。
サービス部品が設定した Detail 情報をバイト配列でサービスリクエスタに引き渡します。した
がって，取得したバイト配列を文字列に変換する必要があります。
形式
public byte[] getFaultDetail()
パラメタ
なし
戻り値
detail
例外
なし
●getProcessInstanceID
説明
ビジネスプロセスのインスタンス ID を取得します。
形式
public String getProcessInstanceID()
パラメタ
なし
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戻り値
String
例外
なし
●getFaultName
説明
フォルト名（例外名）を取得します。
形式
public String getFaultName()
パラメタ
なし
戻り値
String
例外
なし
(e)

サブクラスの一覧
サブクラス名と説明

クラス名
CSCMsgServerException

CSCMsgServiceException
サービス部品例外

CSCMsgServiceUserException
サービス部品からのフォルト情報または
Exception
CSCMsgBusinessProcessUserException
ビジネスプロセスからのフォルト情報または
Exception
CSCMsgServiceExecuteException
サービス部品（Web サービス）からユーザ定義例
外以外の例外が返ってきた場合の例外

CSCMsgServiceDeliveryExcepti
on
サービス部品要求振り分けエ
ラー

CSCMsgLocationSearchException
ロケーション検索失敗
CSCMsgRoutingExecException
ルーティング失敗
CSCMsgDelivererExecException
メッセージ配送失敗
CSCMsgDBQServiceDeliveryException
標準の非同期受付（MDB（DB キュー））から DB
キューのサービス部品を呼んだ場合の例外

CSCMsgServerParameterExcep
tion
入力パラメタエラー
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クラス名
CSCMsgServerException

サービスリクエスタの作成

サブクラス名と説明
CSCMsgServerInternalExceptio
n

−

上記以外のエラー
（凡例）
−：サブクラスはありません。

8.4.8

ビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタの作成
（SessionBean）

標準の同期受付（SessionBean）に要求を出すサービスリクエスタとして，ビジネスプロセスの再実行を
要求するサービスリクエスタを作成できます。
標準の同期受付（SessionBean）にビジネスプロセスの再実行を要求するサービスリクエスタの作成手順
は，標準の同期受付（SessionBean）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じで
す。作成手順については，「8.4.1 サービスリクエスタ（標準の同期受付（SessionBean））の作成手順」
を参照してください。
手順ごとに実施する内容を次に示します。

(1)

スタブの取得
スタブの取得方法は，標準の同期受付（SessionBean）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作成
する場合と同じです。
スタブの取得については，「8.4.2

(2)

スタブを取得する」を参照してください。

インスタンスの生成
インスタンスの生成方法は，標準の同期受付（SessionBean）に要求を出す，通常のサービスリクエスタ
を作成する場合と同じです。
インスタンスの生成については，「8.4.3

インスタンスを生成する」を参照してください。

なお，ビジネスプロセスの再実行を要求するメソッドは，invokeBPXML()を使用して呼び出します。
ビジネスプロセスの再実行を要求するメソッドの例を次に示します。
（例）ビジネスプロセスの再実行を要求する場合
String result = ws.invokeBPXML(
serviceName,
bpRequestType,
bpProcessId,
clientID,
requestFormatID,
responseFormatID,
operationName,
userData);

(3)

//
//
//
//
//
//
//
//
//

メソッドの呼び出し
サービス名
ビジネスプロセス用要求タイプ
ビジネスプロセス用プロセスID
クライアント相関ID
リクエストフォーマットID
レスポンスフォーマットID
オペレーション名
ユーザ電文

パラメタの設定
メソッドの引数となるパラメタは，標準の同期受付（SessionBean）に要求を出す，通常のサービスリク
エスタを作成する場合と異なります。同期受付（SessionBean）にビジネスプロセスの再実行を要求する
サービスリクエスタの場合に設定するパラメタの詳細を次に示します。
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表 8‒13

パラメタの詳細（標準の同期受付（SessionBean）／ビジネスプロセス再実行要求）

パラメタ名
サービス名

データ型
java.lang.Stri
ng

パラメタ（invokeBPXML）
serviceName

説明
要求先のサービス名です。
このパラメタは必ず指定してください。
要求先のサービス名は，開発環境で定義した
ビジネスプロセスを指定してください。

ビジネスプロセス用
要求タイプ

java.lang.Stri
ng

cscBpRequestType

要求電文の種類を示します。
ビジネスプロセスの再実行を要求する場合，
文字列「RECOVER」を指定してください。
※

ビジネスプロセス用
プロセス ID

java.lang.Stri
ng

cscBpProcessID

クライアント相関 ID

java.lang.Stri
ng

clientID

ビジネスプロセスインスタンス ID です。
エラー情報から取得した値，または，メッセー
ジログに出力された値を指定してください。
サービスリクエスタからの要求電文を一意に
識別するための相関識別子です。
このパラメタには NULL を指定してくださ
い。※

リクエストフォー
マット ID

java.lang.Stri
ng

cscRequestFormatID

サービスリクエスタからの要求電文フォー
マットを一意に識別するための ID です。
このパラメタには NULL または空文字（""）
を指定してください。※

レスポンスフォー
マット ID

java.lang.Stri
ng

cscResponseFormatID

HCSC サーバからの応答電文フォーマットを
一意に識別するための ID です。
このパラメタには NULL または空文字（""）
を指定してください。※

オペレーション名

java.lang.Stri
ng

serviceOperationName

要求先のサービス名に対するオペレーション
名です。
このパラメタには NULL または空文字（""）
を指定してください。※

ユーザ電文

java.lang.Stri
ng

msg

サービスリクエスタからの要求電文です。
このパラメタには NULL または空文字（""）
を指定してください。※

注※
これらのパラメタは，指定する値として固定値（「RECOVER」，NULL または空文字（""））が決められています。
決められた値以外の値を指定すると，正常に動作しません。

(4)

要求電文の作成
要求電文の作成方法は，標準の同期受付（SessionBean）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作
成する場合と同じです。
要求電文の作成については，「8.4.5
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(5)

サービスリクエスタの作成

応答電文の取得
応答電文の作成方法は，標準の同期受付（SessionBean）に要求を出す，通常のサービスリクエスタを作
成する場合と同じです。
応答電文の取得については，「8.4.6

(6)

応答電文を取得する」を参照してください。

エラー情報の取得
エラー情報を取得するためのサービスリクエスタの実装は，標準の同期受付（SessionBean）に要求を出
す，通常のサービスリクエスタを作成する場合と同じです。
エラー情報の取得については，「8.4.7

エラー情報を取得する」を参照してください。
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8.5

標準の非同期受付（MDB（WS-R））に要求を出す
サービスリクエスタ

標準の非同期受付（MDB（WS-R））へ要求電文を送信するサービスリクエスタは，転送キューおよび受信
キューを通して通信を行います。
サービスリクエスタから転送キューに送信された要求電文は，受信キューを通して非同期受付（MDB（WSR））に送信されます。
標準の非同期受付（MDB（WS-R））に要求を出すサービスリクエスタと HCSC サーバの関係を次の図に
示します。
図 8‒19

8.5.1

標準の非同期受付（MDB（WS-R））に要求を出すサービスリクエスタと HCSC サーバの関係

サービスリクエスタ（標準の非同期受付（MDB（WS-R）））の作
成手順

標準の非同期受付（MDB（WS-R））にサービス部品の実行を要求し，サービス部品を呼び出すためのサー
ビスリクエスタの作成手順を次に示します。
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図 8‒20

サービスリクエスタの作成

サービスリクエスタの作成手順（標準の非同期受付（MDB（WS-R）））

各工程の作業を次に示します。

(1)

転送キューの作成
サービスリクエスタから要求電文を送信するために必要な転送キューを作成します。転送キューの作成に
ついては，「8.5.2 転送キューを作成する」を参照してください。

(2)

JMS メッセージの生成
非同期受付（MDB（WS-R））にサービス部品の実行を要求するために，QueueSender のオブジェクトお
よび JMS メッセージを生成します。QueueSender のオブジェクトおよび JMS メッセージの生成につい
ては，「8.5.3 JMS メッセージを生成する」を参照してください。

(3)

パラメタの設定
「(2) JMS メッセージの生成」で生成した JMS メッセージにパラメタを設定します。パラメタの設定につ
いては，「8.5.4 パラメタを設定する」を参照してください。
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(4)

要求電文の作成
サービス部品の実行を要求する要求電文を作成します。要求電文の作成については，
「8.5.5
成する」を参照してください。

(5)

JMS メッセージの送信
JMS メッセージを転送キューに送信します。JMS メッセージの送信については，「8.5.6
を送信する」を参照してください。

(6)

要求電文を作

JMS メッセージ

応答用のキューの設定
同期のサービス部品から応答を受け取るために，応答用のキュー（転送キュー）を設定します。応答用の
キューの設定については，「8.5.7 応答用のキューを設定する」を参照してください。

(7)

応答の取り出し
応答用のキュー（転送キュー）から受信キューに送信された応答を取り出します。応答の取り出しについて
は，「8.5.8 応答を取り出す」を参照してください。

(8)

応答電文の取得
取り出した応答から応答電文を取得します。応答電文の取得については，
「8.5.9
参照してください。

8.5.2

応答電文を取得する」を

転送キューを作成する

サービスリクエスタから要求電文を送信するために必要な転送キューを作成します。転送キューは，サービ
スリクエスタからの要求電文を，HCSC サーバが提供する受信キューに送信します。
転送キューの作成には，Reliable Messaging の hrmmkaddr コマンドおよび hrmmkque コマンドを使用
します。
ここでは，hrmmkaddr コマンドおよび hrmmkque コマンドのオプションの指定値について説明します。
ここで説明していない hrmmkaddr コマンドのオプションについては，マニュアル「Reliable Messaging」
の「8.3.16 hrmmkaddr（あて先登録）」を参照してください。また，hrmmkque コマンドのオプション
については，マニュアル「Reliable Messaging」の「8.3.17 hrmmkque（ローカルキューの作成）」を参
照してください。

(1)

hrmmkaddr コマンドのオプションの指定値
hrmmkaddr コマンドのオプションの指定値を次に示します。
-u 宛先アドレス
HCSC サーバの宛先アドレス（転送先システムのキュー間転送用 Web アプリケーションの URL）を
指定します。
http://<ホスト名>:<ポート番号>※1/<コンテキストルート>※2/services/HRMReceiver/
https://<ホスト名>:<ポート番号>※1/<コンテキストルート>※2/services/HRMReceiver/
注※1
HCSC サーバの URL です。
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注※2
受信側 Reliable Messaging のキュー間転送用 Web アプリケーションのコンテキストルートです。
デフォルトは「uCosminexusRM」です。

(2)

hrmmkque コマンドのオプションの指定値
-t キューの種類
transmit（転送キュー）を指定します。
-m キューの永続性
persistent（永続キュー属性）を指定します。
-v 転送先キュー名
次のどちらかを指定します。
CSC<HCSC サーバ名>ACPT_RCVQ
HCSC サーバがロードバランスクラスタ構成の場合に指定します。
CSC<HCSC クラスタ名>ACPT_RCVQ
HCSC サーバが HA クラスタ構成の場合に指定します。
HCSC クラスタ名は，開発環境および運用環境で HCSC サーバ構成配備時に決定される HCSC
サーバのクラスタ名です。
-i キューの転送モード
compatible（互換モード）を指定します。

8.5.3

JMS メッセージを生成する

標準の非同期受付（MDB（WS-R））にサービス部品の実行を要求するためには，QueueSender のオブ
ジェクトおよび JMS メッセージを生成し，生成した JMS メッセージを転送キューに送信します。JMS メッ
セージを送信するアプリケーションの開発については，マニュアル「Reliable Messaging」を参照してく
ださい。
JMS メッセージを生成する手順を次に示します。
1. QueueConnectionFactory と Queue の開始処理（lookup）を定義します。
（例）
Context ic = new InitialContext();
：
QueueConnectionFactory qcFactory
= (QueueConnectionFactory) ic.lookup("java:comp/env/jms/qcf");
：
Queue queue = (Queue) ic.lookup("java:comp/env/jms/queue");
：

2. QueueSession を生成します。
（例）
QueueSession qSession
= qConnection.createQueueSession(true, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);

3. QueueSession から QueueSender を作成します。
（例）
qSender = qSession.createSender(queue);
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4. QueueSession から JMS メッセージを生成します。
（例）要求電文が XML の場合
TextMessage textMessage = qSession.createTextMessage();

（例）要求電文がバイナリの場合
BytesMessage bytesMessage = qSession.createBytesMessage();

8.5.4

パラメタを設定する

非同期受付（MDB（WS-R））のメソッドを呼び出すため，JMS メッセージにパラメタを設定します。

(1)

プロパティの設定
JMS メッセージのプロパティを設定します。設定するプロパティの詳細については，「(4)
細」を参照してください。

パラメタの詳

（例）要求電文が XML の場合
textMessage = qSession.createTextMessage();
textMessage.setStringProperty("CSCServiceName", serviceName);
// サービス部品名
textMessage.setStringProperty("CSCCorrelationID", clientID);
// クライアント相関ID
textMessage.setStringProperty("CSCRequestFormatID", requestFormatID);
// リクエストフォーマットID
textMessage.setStringProperty("CSCResponseFormatID", responseFormatID);
// レスポンスフォーマットID
textMessage.setStringProperty("CSCServiceOperationName", operationName);
// オペレーション名
textMessage.setStringProperty("CSCReplyToQueueName", replyToQueueName);
// 応答用のキュー名
textMessage.setStringProperty("CSCMessageType", "XML");
// 電文種別

!

注意事項
バイナリ電文の要求電文を送信できるのは，サービス部品側で使用している電文形式がバイナリ形式のときだけ
です。DB キューのサービス部品に送信する要求電文はバイナリ変換します。バイナリ変換する場合は，サービ
スリクエスタ側とサービス部品側で同じエンコードの方式を使用してください。

(2)

引き継がれるヘッダおよびプロパティ
次のヘッダおよびプロパティは，要求時の内容がサービス部品側のキューまで引き継がれます。したがっ
て，必要に応じて次のヘッダおよびプロパティを設定してください。
• JMSReplyTo
• JMSCorrelationID※1
• JMSType
• JMSXGroupID
• JMSXGroupSeq
• ユーザ固有のプロパティ※2
注※1
指定できる範囲は，255 バイトまでです。
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注※2
ただし，次のプロパティはサービス部品側のキューまで引き継がれません。
• JMSX で始まる JMS 定義によるプロパティ名
• JMS_で始まるプロバイダ指定のプロパティ名
• CSC で始まるプロパティ名
• HCSC で始まるプロパティ名

(3)

ペイロードの設定
JMS メッセージのペイロードに要求電文（ユーザ電文）を設定します。ペイロードの詳細については，
「(4) パラメタの詳細」を参照してください。
（例）要求電文が XML の場合

textMessage.setText( userData );

(4)

パラメタの詳細
パラメタの詳細を次の表に示します。
表 8‒14

パラメタの詳細（標準の非同期受付（MDB（WS-R）））
パラメタ

パラメタ名

サービス名

データ型

String

TextMessage

BytesMessag
e

StringProperty

プロパティ/
ペイロード
プロパティ

（"CSCServiceName"）

説明

要求先のサービス名です。
このパラメタは必ず指定してください。
要求先のサービス名は，開発環境で定義
したサービスアダプタまたはビジネス
プロセスを指定してください。

クライアント
相関 ID

String

StringProperty

プロパティ

（"CSCCorrelationID"）

サービスリクエスタからの要求電文を
一意に識別するための相関識別子です。
255 文字以内の英数字，アンダーバー
（_），ピリオド（.）およびハイフン（-）
で指定してください。
サービスリクエスタからの要求電文と，
HCSC サーバで管理している実行履歴
やログおよびトレースを対応づけるた
めに使用します。したがって，HCSC
サーバに送信した要求電文ごとに異な
る ID を指定してください。

なお，このパラメタを指定しないこと
で，クライアント相関 ID を省略できま
す。
リクエスト
フォーマット
ID

String

StringProperty
（"CSCRequestFormatID"）

プロパティ

サービスリクエスタからの要求電文
フォーマットを一意に識別するための
ID です。
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パラメタ
パラメタ名

リクエスト
フォーマット
ID

データ型

String

TextMessage

BytesMessag
e

StringProperty

プロパティ/
ペイロード
プロパティ

（"CSCRequestFormatID"）

説明

1,024 文字以内の英数字，アンダーバー
（_），ピリオド（.）およびハイフン（-）
で指定してください。
このパラメタには NULL を指定してく
ださい。なお，このパラメタを指定しな
いことで，NULL が設定されます。

レスポンス
フォーマット
ID

String

StringProperty

プロパティ

（"CSCResponseFormatID"）

HCSC サーバからの応答電文フォー
マットを一意に識別するための ID で
す。
1,024 文字以内の英数字，アンダーバー
（_），ピリオド（.）およびハイフン（-）
で指定してください。
このパラメタには NULL を指定してく
ださい。なお，このパラメタを指定しな
いことで，NULL が設定されます。

オペレーショ
ン名

String

StringProperty

プロパティ

要求先のサービス名に対するオペレー
ション名です。※

（"CSCServiceOperationName"）

オペレーション名は，開発環境で定義し
たサービス部品のオペレーション名を
指定します。255 バイト以内の
XMLSchema の NCName 定義文字で
指定してください。
要求先のサービス部品が同期のサービ
ス部品（Web サービスまたは
SessionBean）またはビジネスプロセス
の場合，必ず指定してください。

要求先のサービス部品が非同期のサー
ビス部品の場合，オペレーション名を省
略できます。このパラメタを指定しな
いことで，オペレーション名を省略でき
ます。
応答用の
キュー名

String

StringProperty
（"CSCReplyToQueueName"）

プロパティ

要求先のサービス部品が同期（Web
サービスまたは SessionBean）または
ビジネスプロセスの場合に，サービス部
品またはビジネスプロセスからの応答
を受け取るキュー名です。
要求先のサービス部品が同期か非同期
かわからない場合にこの指定をすると，
応答を受け取ることができます。
応答用のキューの詳細については，
「8.5.7 応答用のキューを設定する」を
参照してください。

なお，このパラメタを指定しないこと
で，応答用のキュー名を省略できます。
省略した場合，NULL が設定され，応
答を受け取ることができません。
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パラメタ名

電文種別

データ型

String

TextMessage

BytesMessag
e

StringProperty

プロパティ/
ペイロード
プロパティ

（"CSCMessageType"）

サービスリクエスタの作成

説明

次に示す要求電文の種別を指定してく
ださい。
• XML 電文（ペイロードが
TextMessage）の場合：XML
• バイナリ電文（ペイロードが
BytesMessage）の場合：Binary
要求電文がある場合，このパラメタは必
ず指定してください。
要求電文がない場合，このパラメタを指
定しないことで，電文種別を省略するこ
とができます。

−

ユーザ電文

TextMessage

×

ペイロード

サービスリクエスタからの要求電文で
す。※
要求電文が XML の場合に指定します。
要求電文がない場合，指定する必要はあ
りません。要求電文の詳細については，
「8.5.5 要求電文を作成する」を参照し
てください。

ユーザ電文長

long

×

LongProperty

プロパティ

（"CSCMessag
eLength"）
ユーザ電文

−

×

BytesMessage

要求電文の長さです。
要求電文がバイナリの場合に指定しま
す。

ペイロード

サービスリクエスタからの要求電文で
す。※
要求電文がバイナリの場合に指定しま
す。要求電文がない場合，指定する必要
はありません。要求電文の詳細につい
ては，
「8.5.5 要求電文を作成する」を
参照してください。

（凡例）
−：該当しません。
×：指定できません。
注※
要求先のサービス部品のプロトコルが SOAP の場合，ユーザ電文のルート要素の名称（データ変換を行う場合，デー
タ変換後の電文のルート要素の名称）から呼び出すオペレーションを決定します。そのため，ユーザ電文のルート要
素に誤った名称を指定した場合，意図しないオペレーションを呼び出してしまうので注意してください。

8.5.5

要求電文を作成する

サービスリクエスタから HCSC サーバの非同期受付（MDB（WS-R））に，サービス部品を要求する要求
電文を作成します。サービスリクエスタから送信する要求電文の内容は，サービス部品側と同じ電文フォー
マットで作成してください。要求電文の送信を次の図に示します。
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図 8‒21 要求電文の送信（標準の非同期受付（MDB（WS-R）））

また，サービスリクエスタから非同期受付（MDB（WS-R））に送信する要求電文は，電文種別に XML 電
文とバイナリ電文の 2 種類があります。どちらの電文種別を使用するかは，サービス部品側で使用してい
るプロトコルによって異なります。
XML 電文およびバイナリ電文の要求電文については，
「8.2.6

要求電文を作成する」を参照してください。

正常な要求電文の伝わり方については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「2.4
（WS-Reliability）を使用したサービスとの接続」を参照してください。

8.5.6

WS-R

JMS メッセージを送信する

パラメタを設定した JMS メッセージを転送キューに送信します。
JMS メッセージを送信する手順を次に示します。
1. ローカルトランザクションの開始および JMS メッセージの登録を行います。
（例）
qSender.send(message);

2. 終了処理を定義します。
（例）
qSession.commit();
qSender.close();
qSession.close();
qConnection.close();

8.5.7

//
//
//
//

ローカルトランザクションのコミット
QueueSenderの解放
QueueSessionの解放
QueueConnectionの解放

応答用のキューを設定する

標準の非同期受付（MDB（WS-R））は，非同期の要求電文の標準受付であり，基本的にはサービス部品か
らの応答がない場合に使用します。しかし，非同期受付（MDB（WS-R））から同期のサービス部品（Web
サービスまたは SessionBean）を要求した場合，同期のサービス部品から応答が返るときがあります。こ
のような場合，要求時に応答用のキュー（転送キュー）を指定することで，サービスリクエスタは同期の
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サービス部品から応答を受け取ることができます。要求時の応答用のキューの指定については，
「8.5.4
ラメタを設定する」を参照してください。

パ

標準の非同期受付（MDB（WS-R））は，同期サービス部品からの応答である XML 電文（ペイロードが
TextMessage）を転送キューに送信します。転送キューで受け取った応答は，受信キューに送信します。
受信キューに送信した応答を取り出すことで，サービス部品からの応答電文を取得できます。応答の取り出
しについては，「8.5.8 応答を取り出す」を参照してください。
標準の非同期受付（MDB（WS-R）），転送キュー，および受信キューの関係を次に示します。
図 8‒22

標準の非同期受付（MDB（WS-R）），転送キュー，および受信キューの関係

転送キュー（応答用のキュー）
応答用のキューとなる転送キューを，HCSC サーバが稼働している J2EE サーバ（Reliable
Messaging）内に作成します。
転送キューの転送先（宛先アドレス）には，受信キューを指定します。転送先以外の転送キューの設定
は，ユーザの運用に合わせ，必要に応じて行ってください。
転送キューの作成方法については，「8.5.2 転送キューを作成する」，およびマニュアル「Reliable
Messaging」の「8.3.20 hrmmkque（転送キューの作成）」を参照してください。
受信キュー（ローカルキュー）
サービスリクエスタが稼働している J2EE サーバ（Reliable Messaging）内に，受信キュー（ローカル
キュー）を作成します。
受信キューの設定は，ユーザの運用に合わせ，必要に応じて行ってください。
受信キューの作成方法については，マニュアル「Reliable Messaging」の「8.3.17
カルキューの作成）」を参照してください。

8.5.8

hrmmkque（ロー

応答を取り出す

受信キューから応答を取り出すには，MDB で実装する方法と SessionBean で実装する方法があります。
正常な応答電文の伝わり方については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「2.4.3 同期の
サービス部品を呼び出す場合の応答電文の扱い」を参照してください。
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(1)

応答の内容
サービス部品からは次の内容が応答として送信されます。
• 電文種別（StringProperty プロパティ（"CSCMessageType"））
応答電文の電文種別は XML 電文のため，StringProperty プロパティには「XML」が設定されていま
す。
• サービス部品からの応答電文（ペイロード（TextMessage））
XML 電文（TextMessage）の応答電文が設定されています。
同期のサービス部品を実行したがその応答電文がない場合は，ペイロードなしの TextMessage が送信
されます。

(2)

引き継がれるヘッダおよびプロパティ
次のヘッダおよびプロパティは，サービスリクエスタからサービス部品を要求したときに設定した内容が，
応答用のキューを通し，受信キューまで引き継がれます。

(a)

HCSC サーバ関連のプロパティ
• StringProperty（"CSCServiceName"）
サービスリクエスタが指定した，要求先のサービス名です。
• StringProperty（"CSCCorrelationID"）
サービスリクエスタが指定した，サービスリクエスタからの要求電文を一意に識別するための相関識別
子です。
• StringProperty（"CSCResponseFormatID"）
NULL が設定されています。
• StringProperty（"CSCServiceOperationName"）
サービスリクエスタが指定した，要求先のサービス名に対するオペレーション名です。

(b)

Reliable Messaging 関連のヘッダ，およびプロパティ
• JMSReplyTo
• JMSCorrelationID
• JMSType
• JMSXGroupID
• JMSXGroupSeq
• ユーザ固有のプロパティ名称

8.5.9

応答電文を取得する

取り出した応答から応答電文を取得します。取得する応答電文は，次のどちらかになります。
• サービス部品からの応答電文
• サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー情報（フォルト情報）
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サービス部品からの応答電文
取得する応答電文は，サービス部品側と同じ電文フォーマットの XML 電文になります。XML 電文の応答
電文については，「8.2.7 応答電文を取得する」を参照してください。
同期のサービス部品（Web サービスまたは SessionBean）からの応答電文がない場合は，ペイロードなし
の TextMessage を受信します。
非同期のサービス部品の場合は，応答がありません。

(2)

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー情報（フォル
ト情報）
取得する電文（エラー情報）は，非同期受付（MDB（WS-R））が応答用のキューに送信した XML 電文に
なります。
SOAP1.2 の場合と SOAP1.2 以外の場合とに分けて，エラー情報の出力形式およびスキーマを示します。

(a)

SOAP1.2 以外の場合
SOAP1.2 以外を利用している場合の取得する XML 電文（エラー情報）の形式を次に示します。
表 8‒15

取得する XML 電文（エラー情報）の形式（SOAP1.2 以外の場合）

タグ

説明

errorcode

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラーであることを示すエラー
コードです。

errorstring

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラーであることを示すエラー
メッセージです。

processinstanceid

ビジネスプロセスのインスタンス ID の情報です。

cscmsgcode

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの FaultCode
情報です。

cscmsgstring

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの FaultString
情報です。

cscmsgactor

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの FaultActor
情報です。

cscmsgdetail

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの Detail 情報
です。

SOAP1.2 以外を利用している場合の取得する XML 電文（エラー情報）のスキーマを次に示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="cscmsgerror">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="errorcode" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="errorstring" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="processinstanceid" type="xsd:string"/>
<xsd:element ref="errordetail"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="errordetail">
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<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="cscmsgcode" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="cscmsgstring" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="cscmsgactor" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="cscmsgdetail" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

(b) SOAP1.2 の場合
SOAP1.2 を利用している場合の取得する XML 電文（エラー情報）の形式を次に示します。
表 8‒16

取得する XML 電文（エラー情報）の形式（SOAP1.2 の場合）

タグ

説明

errorcode

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラーであることを示すエラー
コードです。

errorstring

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラーであることを示すエラー
メッセージです。

processinstanceid

ビジネスプロセスのインスタンス ID の情報です。

cscmsgcode

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの Code 情報
です。

cscmsgvalue

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの Code が持
つ Value 情報です。

cscmsgreason

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの Reason 情
報です。

cscmsgtext

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの Reason が
持つ Text 情報です。

cscmsgrole

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの Role 情報で
す。

cscmsgnode

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの Node 情報
です。

cscmsgdetail

サービス部品（Web サービス），ビジネスプロセス，またはサービスアダプタからの Detail 情報
です。

SOAP1.2 を利用している場合の取得する XML 電文（エラー情報）のスキーマを次に示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="cscmsgerror">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="errorcode" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="errorstring" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="processinstanceid" type="xsd:string"/>
<xsd:element ref="errordetail"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="errordetail">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="cscmsgcode"/>
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<xsd:element ref="cscmsgreason"/>
<xsd:element name="cscmsgrole" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="cscmsgnode" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="cscmsgdetail" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="cscmsgcode" nillable="true">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="cscmsgvalue" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="cscmsgreason" nillable="true">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="cscmsgtext" type="tns:cscmsgFaultReasonText" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xs:complexType name="cscmsgFaultReasonText">
<xs:sequence>
<xs:element name="locale" type="xs:string" nillable="true" />
<xs:element name="text" type="xs:string" nillable="true" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xsd:schema>
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8.6

標準の非同期受付（MDB（DB キュー））に要求を
出すサービスリクエスタ

サービス部品を呼び出す HCSC サーバの標準の非同期受付（MDB（DB キュー））に要求を出すサービス
リクエスタは，TP1/Server Base Enterprise Option（TP1/EE）と JMS の 2 つがあります。
TP1/Server Base Enterprise Option（TP1/EE）のサービスリクエスタ
サービスリクエスタ（TP1/EE）とサービス部品を呼び出す HCSC サーバの標準の非同期受付（MDB

（DB キュー））の間は，受信用共用キューを通して通信を行います。標準の非同期受付（MDB（DB
キュー））に要求を出すサービスリクエスタ（TP1/EE）と HCSC サーバの関係を次の図に示します。
図 8‒23

標準の非同期受付（MDB（DB キュー））に要求を出すサービスリクエスタ（TP1/EE）と
HCSC サーバの関係

JMS のサービスリクエスタ
サービスリクエスタ（JMS）とサービス部品を呼び出す HCSC サーバの標準の非同期受付（MDB（DB
キュー））の間は，送信用共用キューおよび受信用共用キューを通して通信を行います。標準の非同期
受付（MDB（DB キュー））に要求を出すサービスリクエスタ（JMS）と HCSC サーバの関係を次の図
に示します。
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図 8‒24

8.6.1

サービスリクエスタの作成

非同期受付（MDB（DB キュー））に要求を出すサービスリクエスタ（JMS）と HCSC サー
バの関係

サービスリクエスタ（標準の非同期受付（MDB（DB キュー）））
の作成手順

標準の非同期受付（MDB（DB キュー））にサービス部品の実行を要求し，サービス部品を呼び出すための
サービスリクエスタの作成手順を次に示します。
作成手順は，サービスリクエスタが TP1/EE の場合と JMS の場合で異なります。

(1)

TP1/EE の場合
サービスリクエスタが TP1/EE の場合に，標準の非同期受付（MDB（DB キュー））にサービス部品の実
行を要求し，サービス部品を呼び出すためのサービスリクエスタの作成手順を次に示します。
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図 8‒25 サービスリクエスタ（TP1/EE）の作成手順（標準の非同期受付（MDB（DB キュー）））

(a)

バイナリデータの作成
標準の非同期受付（MDB（DB キュー））に要求電文を送信する場合，バイナリデータを作成する必要があ
ります。バイナリデータの作成については，「8.6.4 バイナリデータを作成する（TP1/EE，JMS）」を参
照してください。

(b)

パラメタの設定
「(1)(a) バイナリデータの作成」で作成したバイナリデータの各タグに対応するパラメタを設定して，バ
イナリデータを組み立てます。パラメタの設定については，「8.6.5 パラメタを設定する（TP1/EE，
JMS）」を参照してください。

(c)

要求電文の作成
サービス部品の実行を要求する要求電文を作成します。要求電文の作成については，
「8.6.6
成する（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

(d)

要求電文を作

受信用共用キューへのバイナリデータの設定
パラメタを設定したバイナリデータを TP1/EE の API（DB キュー制御）を使用して，受信用共用キュー
があるデータベースに設定します。受信用共用キューへのバイナリデータの設定については，
「8.6.7 バイ
ナリデータを受信用共用キューに設定する（TP1/EE）」を参照してください。
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応答用のキューの設定
同期のサービス部品（Web サービスまたは SessionBean）から応答を受け取るために，応答用のキュー
（受信用共用キュー）を設定します。応答用のキューの設定については，「8.6.9 応答用のキューを設定す
る（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

(f)

応答の取り出し
TP1/EE の API（DB キュー制御）を使用して，応答用のキュー（受信用共用キュー）があるデータベース
を参照して，応答のバイナリデータを取り出します。応答の取り出しについては，「8.6.10 応答を取り出
す（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

(g)

応答電文の取得
取り出した応答から応答電文を取得します。応答電文の取得については，「8.6.11
（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

(2)

応答電文を取得する

JMS の場合
サービスリクエスタが JMS の場合に，標準の非同期受付（MDB（DB キュー））にサービス部品の実行を
要求し，サービス部品を呼び出すためのサービスリクエスタの作成手順を次に示します。
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図 8‒26 サービスリクエスタ（JMS）の作成手順（標準の非同期受付（MDB（DB キュー）））

(a)

送信用共用キューの作成
サービスリクエスタ（JMS）から要求電文を送信するために必要な送信用共用キューを作成します。送信用
共用キューの作成については，「8.6.2 送信用共用キューを作成する（JMS）」を参照してください。

(b) JMS メッセージの生成
非同期受付（MDB（DB キュー））にサービス部品の実行を要求するために，QueueSender のオブジェク
トおよび JMS メッセージを生成します。QueueSender のオブジェクトおよび JMS メッセージの生成に
ついては，「8.6.3 JMS メッセージを生成する（JMS）」を参照してください。
(c)

バイナリデータの作成
非同期受付（MDB（DB キュー））に要求電文を送信する場合，バイナリデータを作成する必要がありま
す。バイナリデータの作成については，「8.6.4 バイナリデータを作成する（TP1/EE，JMS）」を参照し
てください。
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パラメタの設定
「(2)(c) バイナリデータの作成」で作成したバイナリデータの各タグに対応するパラメタを設定して，バ
イナリデータを組み立てます。パラメタの設定については，「8.6.5 パラメタを設定する（TP1/EE，
JMS）」を参照してください。

(e)

要求電文の作成
サービス部品の実行を要求する要求電文を作成します。要求電文の作成については，
「8.6.6
成する（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

(f)

要求電文を作

JMS メッセージの送信
ペイロードにバイナリデータを設定した JMS メッセージを送信用共用キューに送信します。JMS メッセー
ジの送信については，「8.6.8 JMS メッセージを送信する（JMS）」を参照してください。

(g)

応答用のキューの設定
同期のサービス部品（Web サービスまたは SessionBean）から応答を受け取るために，応答用のキュー
（送信用共用キュー）を設定します。応答用のキューの設定については，「8.6.9 応答用のキューを設定す
る（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

(h)

応答の取り出し
応答用のキュー（送信用共用キュー）から受信用共用キューに送信された応答を取り出します。応答の取り
出しについては，「8.6.10 応答を取り出す（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

(i)

応答電文の取得
取り出した応答から応答電文を取得します。応答電文の取得については，「8.6.11
（TP1/EE，JMS）」を参照してください。

8.6.2

応答電文を取得する

送信用共用キューを作成する（JMS）

サービスリクエスタから要求電文を送信するために必要な送信用共用キューを作成します。送信用共用
キューは，サービスリクエスタからの要求電文を，HCSC サーバが提供する受信用共用キューに送信しま
す。
送信用共用キューの作成には，Reliable Messaging の hrmmkque コマンドを使用します。ここでは，
hrmmkque コマンドのオプションの指定値について説明します。ここで説明していないオプションについ
ては，マニュアル「Reliable Messaging」の「8.3.17 hrmmkque（ローカルキューの作成）」を参照して
ください。

(1)

hrmmkque コマンドのオプションの指定値
-t キューの種類
shr_send（送信用共用キュー）を指定します。
-b 共用キューを使用する場合の登録先キュー名
次のどちらかを指定します。
＜ Reliable Messaging システム名＞_SHR_CSC<HCSC サーバ名>ACPT_DBQ
HCSC サーバがロードバランスクラスタ構成の場合に指定します。
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＜ Reliable Messaging システム名＞_SHR_CSC<HCSC クラスタ名>ACPT_DBQ
HCSC サーバが HA クラスタ構成の場合に指定します。
HCSC クラスタ名は，開発環境および運用環境で HCSC サーバ構成配備時に決定される HCSC
サーバのクラスタ名です。

8.6.3

JMS メッセージを生成する（JMS）

標準の非同期受付（MDB（DB キュー））にサービス部品の実行を要求するためには，QueueSender のオ
ブジェクトおよび JMS メッセージを生成し，送信用共用キューに送信します。JMS メッセージを送信する
アプリケーションの開発については，マニュアル「Reliable Messaging」を参照してください。
生成した JMS メッセージのペイロードには，パラメタを設定したバイナリデータを指定します。なお，JMS
メッセージは BytesMessage で生成し，パラメタを設定したバイナリデータを BytesMessage のペイロー
ドに指定してください。要求電文がない場合でも，バイナリデータを BytesMessage のペイロードに指定
してください。
また，JMS メッセージのプロパティを設定しても，プロパティの値は無視されます。
JMS メッセージを生成する手順については，「8.5.3

8.6.4

JMS メッセージを生成する」を参照してください。

バイナリデータを作成する（TP1/EE，JMS）

標準の非同期受付（MDB（DB キュー））に要求電文を送信する場合，次の表に示す形式のバイナリデータ
を作成する必要があります。
表 8‒17
項
番
1

バイナリデータの形式（要求電文）

項目
ヘッダタグ

長さ（バ
イト）
4

データ

説明

必須

サービス部品要求のメッセージ振り分け用の先頭タグです（アイ
キャッチャ）。

○

型※1
char

「DBQH」を指定します。
ASCII コードを使用してください。
2

バイトオーダー
フラグ

1

byte

ヘッダ内の数値データのバイトオーダー（エンディアン）識別フ
ラグです。

○

ヘッダ内の数値データをバイナリにエンコードする方式を次のど
ちらかから指定します。
• 0b00000001：ビッグエンディアン
• 0b00000010：リトルエンディアン
3

予備

3

byte

予備領域です。

○

4

長さ

4

int

サービス部品要求のメッセージングのヘッダの長さ（項番 5 から
項番 28 までの長さ）です。

○

バイト単位で指定してください。
5

タグ

8

char

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。
「ServiceN」を指定します。
ASCII コードを使用してください。

6
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長さ

4

int

次のエリア（項番 7）の長さです。

△

8

項
番

項目

6

長さ

7

サービス名

長さ（バ
イト）
4
任意

データ

サービスリクエスタの作成

説明

型※1
int

バイト単位で指定してください。

String

要求先のサービス名です。

必須
△

要求先のサービス名は，開発環境で定義したサービスアダプタま
たはビジネスプロセスを指定してください。
UTF-8 コードを使用してください。
8

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

△

「ClientID」を指定します。
ASCII コードを使用してください。
9

長さ

4

int

次のエリア（項番 10）の長さです。
バイト単位で指定してください。

10

クライアント相
関 ID

任意

String

サービスリクエスタからの要求電文を一意に識別するための相関
識別子です。
255 文字以内の英数字，アンダーバー（_），ピリオド（.）および
ハイフン（-）で指定してください。
サービスリクエスタからの要求電文と，HCSC サーバで管理して
いる実行履歴やログおよびトレースを対応づけるために使用しま
す。したがって，HCSC サーバに送信した要求電文ごとに異なる
ID を指定してください。
UTF-8 コードを使用してください。
省略する場合，このパラメタ，長さ，およびタグの，バイナリデー
タを組み立てる必要はありません。

11

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

×

「ReqFmtID」を指定します。
ASCII コードを使用してください。
12

長さ

4

int

次のエリア（項番 13）の長さです。
バイト単位で指定してください。

13

14

HCSC リクエス
トフォーマット
ID
タグ

任意

String

要求電文のフォーマット定義を一意に識別するための ID です。
このパラメタ，長さ，およびタグのバイナリデータは組み立てな
いでください。

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

×

「ResFmtID」を指定します。
ASCII コードを使用してください。
15

長さ

4

int

次のエリア（項番 16）の長さです。
バイト単位で指定してください。

16

17

HCSC レスポン
スフォーマット
ID
タグ

任意

String

応答電文のフォーマット定義を一意に識別するための ID です。
このパラメタ，長さ，およびタグのバイナリデータは組み立てな
いでください。

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

△

「ReplyToQ」を指定します。
ASCII コードを使用してください。
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項
番
18

項目
長さ

長さ（バ
イト）
4

データ

説明

型※1
int

次のエリア（項番 19）の長さです。

必須
△

バイト単位で指定してください。
19

応答用のキュー
名

任意

String

要求先のサービス部品が同期（Web サービスまたは
SessionBean）またはビジネスプロセスの場合に，サービス部品
またはビジネスプロセスからの応答を受け取るキュー名です。
要求先のサービス部品が同期か非同期かわからない場合にこの指
定をすると，応答を受け取ることができます。
詳細については，「8.6.9 応答用のキューを設定する（TP1/EE，
JMS）」を参照してください。
UTF-8 コードを使用してください。
省略すると，NULL が設定され，応答を受け取ることができませ
ん。省略する場合，このパラメタ，長さ，およびタグの，バイナ
リデータを組み立てる必要はありません。

20

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

△

「OperatiN」を指定します。
ASCII コードを使用してください。
21

長さ

4

int

次のエリア（項番 22）の長さです。
バイト単位で指定してください。

22

サービスオペ
レーション名

任意

String

要求先のサービス名に対するオペレーション名です。※2
オペレーション名は，開発環境で定義したサービス部品のオペ
レーション名を指定します。255 バイト以内の XMLSchema の
NCName 定義文字で指定してください。
要求先のサービス部品が同期のサービス部品（Web サービスまた
は SessionBean）またはビジネスプロセスの場合，必ず指定して
ください。
UTF-8 コードを使用してください。
要求先のサービス部品が非同期のサービス部品の場合，応答用の
キュー名を省略できます。省略する場合，このパラメタ，長さ，

およびタグの，バイナリデータを組み立てる必要はありません。
23

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。
「MessageT」を指定します。
ASCII コードを使用してください。

24

長さ

4

int

次のエリア（項番 25）の長さです。
バイト単位で指定してください。

25

電文種別

任意

String

ユーザ電文（要求電文）の種別です。
XML 電文（ペイロードが TextMessage）の場合は「XML」を，
バイナリ電文（ペイロードが BytesMessage）の場合は「Binary」
を指定します。
メッセージ（要求電文）がある場合，必ず指定してください。
UTF-8 コードを使用してください。
要求電文がない場合，省略することができます。省略する場合，
このパラメタ，長さ，およびタグの，バイナリデータを組み立て
る必要はありません。
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項
番
26

長さ（バ
イト）

項目
タグ

8

データ

説明

型※1
byte

サービスリクエスタの作成

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。

必須
○

「MgLength」を指定します。
ASCII コードを使用してください。
27

長さ

4

int

次のエリア（項番 28）の長さです。
「4」を指定してください。

28

メッセージ長

4

int

バイナリ変換したユーザ電文（要求電文）のメッセージの長さを
指定します。
ユーザ電文（要求電文）がない場合，0 を指定してください。

29

メッセージ

任意

byte[]

ユーザ電文（要求電文）です。※2

△

DB キューのヘッダ（項番 1〜28）の後ろに，バイナリ変換した
ユーザ電文（要求電文）を指定します。
なお，XML 電文をバイナリに変換したメッセージの場合は，
UTF-8 コードでエンコードしてください。
ユーザ電文（要求電文）がない場合，省略できます。
（凡例）
○：必ず指定してください。
△：必ず指定しなければいけない場合があります。説明の内容を確認してください。
×：指定しないでください。
注※1
Java のデータ型です。
注※2
要求先のサービス部品のプロトコルが SOAP の場合，ユーザ電文のルート要素の名称（データ変換を行う場合，デー
タ変換後の電文のルート要素の名称）から呼び出すオペレーションを決定します。そのため，ユーザ電文のルート要
素に誤った名称を指定した場合，意図しないオペレーションを呼び出してしまうので注意してください。

8.6.5

パラメタを設定する（TP1/EE，JMS）

作成したバイナリデータの各タグ（表 8-17 の項番 5，8，11，17，20，23，および 26）に対応するパラ
メタを設定して，バイナリデータを組み立てます。
バイナリデータのタグの形式を次の図に示します。
図 8‒27

バイナリデータのタグの形式

バイナリデータ中の各タグの出現順序は任意です。ただし，タグ，長さ，値の順序は，この図に示すように
固定されています。
また，DB キューのヘッダ（項番 1〜28）の後ろに，バイナリ変換したメッセージ（要求電文）を指定しま
す。要求電文がない場合，項番 26 のタグに MgLength を指定し，その長さを 0 にすることもできます。
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8.6.6

要求電文を作成する（TP1/EE，JMS）

サービスリクエスタから HCSC サーバの非同期受付（MDB（DB キュー））に，サービス部品を要求する
要求電文を作成します。サービスリクエスタから送信する要求電文の内容は，サービス部品側と同じ電文
フォーマットで作成してください。
サービスリクエスタが TP1/EE の場合と JMS の場合の，要求電文の送信を次の図に示します。
図 8‒28

要求電文の送信（標準の非同期受付（MDB（DB キュー）））

正常な要求電文の伝わり方については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「2.5
を使用したサービスとの接続」を参照してください。

DB キュー

また，サービスリクエスタでは，電文種別が XML 電文の要求電文を作成します。作成した要求電文はバイ
ナリ変換します。バイナリ変換する場合は，サービスリクエスタ側とサービス部品側で同じエンコードの方
式を使用してください。XML 電文の要求電文については，「8.2.6 要求電文を作成する」を参照してくだ
さい。
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なお，プロトコルの種類が DB キューのサービス部品の場合，非同期受付（MDB（DB キュー））から要求
電文を送信できません。非同期受付（MDB（DB キュー））から要求電文を送信できるのは，サービス部品
側で次のプロトコルを使用しているときになります。
• SOAP
• RMI-IIOP
• WS-R

8.6.7

バイナリデータを受信用共用キューに設定する（TP1/EE）

パラメタを設定したバイナリデータを TP1/EE の API（DB キュー制御）を使用して，受信用共用キュー
があるデータベースに設定します。
詳細は，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option
い。

8.6.8

プログラム作成の手引」を参照してくださ

JMS メッセージを送信する（JMS）

ペイロードにバイナリデータを設定した JMS メッセージを，送信用共用キューに送信します。
JMS メッセージを送信する手順については，「8.5.6

8.6.9

JMS メッセージを送信する」を参照してください。

応答用のキューを設定する（TP1/EE，JMS）

標準の非同期受付（MDB（DB キュー））は，非同期の要求電文の標準受付であり，基本的にはサービス部
品からの応答がない場合に使用します。しかし，非同期受付（MDB（DB キュー））から同期のサービス部
品（Web サービスまたは SessionBean）を要求した場合，同期のサービス部品から応答が返るときがあり
ます。このような場合，要求時に応答用のキューを指定することで，サービスリクエスタは同期のサービス
部品から応答を受け取ることができます。要求時の応答用のキューの指定については，「8.5.6 JMS メッ
セージを送信する」を参照してください。

(1)

TP1/EE の場合
非同期受付（MDB（DB キュー））は，応答電文を含むバイナリデータがペイロードに設定された JMS メッ
セージを応答用のキュー（送信用共用キュー）に送信します。
送信用共用キューは，受け取った応答からバイナリデータを取り出し，受信用共用キューに送信します。受
信用共用キューに送信した応答を取り出して，サービス部品からの応答電文を取得できます。応答の取り出
しについては，「8.6.10 応答を取り出す（TP1/EE，JMS）」を参照してください。
標準の非同期受付（MDB（DB キュー））と送信用共用キュー，および受信用共用キューの関係を次に示し
ます。
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図 8‒29 標準の非同期受付（MDB（DB キュー））と送信用共用キュー，および受信用共用キューの関係
（TP1/EE の場合）

送信用共用キュー（応答用のキュー）
応答用のキューとなる送信用共用キューを，HCSC サーバが稼働している J2EE サーバ（Reliable
Messaging）内に作成します。送信用共用キューの登録先キューには，受信用共用キューを指定しま
す。
送信用共用キューの作成方法については，マニュアル「Reliable Messaging」の「2.2.4
キュー」を参照してください。

送信用共用

受信用共用キュー
TP1/EE の DB キューを，送信用共用キューがある（Reliable Messaging が使用している）データベー
スの同一のスキーマ定義内に作成します。詳細は，マニュアル「Reliable Messaging」の「2.2.3 受
信用共用キュー」を参照してください。
また，DB キューの作成の詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option
の手引」の DB キューに関する内容を参照してください。

(2)

使用

JMS の場合
標準の非同期受付（MDB（DB キュー））は応答として，応答電文を含むバイナリデータがペイロードに設
定された JMS メッセージを応答用のキュー（送信用共用キュー）に送信します。送信用共用キューで受け
取った応答は，受信用共用キューに送信します。受信用共用キューに送信した応答を取り出すことで，サー
ビス部品からの応答電文を取得できます。応答の取り出しについては，「8.6.10 応答を取り出す
（TP1/EE，JMS）」を参照してください。
標準の非同期受付（MDB（DB キュー））と送信用共用キュー，および受信用共用キューの関係を次に示し
ます。
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標準の非同期受付（MDB（DB キュー））と送信用共用キュー，および受信用共用キューの関係
（JMS の場合）

送信用共用キュー（応答用のキュー）
応答用のキューとなる送信用共用キューを，HCSC サーバが稼働している J2EE サーバ（Reliable
Messaging）内に作成します。送信用共用キューの登録先キューには，受信用共用キューを指定しま
す。
送信用共用キューの作成方法については，マニュアル「Reliable Messaging」の「2.2.4
キュー」を参照してください。

送信用共用

受信用共用キュー
サービスリクエスタが稼働している J2EE サーバ（Reliable Messaging）内に，受信用共用キューを作
成します。
受信用共用キューの設定は，ユーザの運用に合わせ，必要に応じて行ってください。
受信用共用キューの作成方法については，マニュアル「Reliable Messaging」の「2.2.3
キュー」を参照してください。

8.6.10
(1)

受信用共用

応答を取り出す（TP1/EE，JMS）

TP1/EE の場合
TP1/EE の API（DB キュー制御）を使用して，応答用のキュー（受信用共用キュー）があるデータベース
を参照して，応答のバイナリデータを取り出します。正常な応答電文の伝わり方については，マニュアル
「サービスプラットフォーム 解説」の「2.5.3 同期のサービス部品を呼び出す場合の応答電文の扱い」を
参照してください。
詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option
てください。

プログラム作成の手引」を参照し

応答のバイナリデータの形式を次の表に示します。
表 8‒18
項番
1

バイナリデータの形式（応答電文）

項目
ヘッダタグ

長さ（バ
イト）
4

データ
型※
char

説明
HCSC メッセージ振り分け用の先頭タグです（アイキャッチャ）。

549

8

サービスリクエスタの作成

項番
1

項目
ヘッダタグ

長さ（バ
イト）
4

データ

説明

型※
char

「DBQH」が設定されます。
ASCII コードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

2

バイトオーダー
フラグ

1

byte

要求時に指定したバイトオーダーフラグが設定されます。

3

予備

3

byte

予備領域です。

4

長さ

4

int

HCSC メッセージング用のヘッダの長さ（項番 5 から項番 19 までの長
さ）が設定されます。

5

タグ

8

char

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。
「ServiceN」が設定されます。
ASCII コードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

6

長さ

4

int

次のエリア（項番 7）の長さです。
バイト単位で設定されます。

7

サービス名

任意

String

要求時に指定したサービスアダプタまたはビジネスプロセスが設定され
ます。
UTF-8 コードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

8

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。
「ClientID」が設定されます。
ASCII コードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

9

長さ

4

int

次のエリア（項番 10）の長さです。
バイト単位で設定されます。

10

クライアント相
関 ID

任意

String

サービスリクエスタからの要求電文を一意に識別するための相関識別子
です。
255 文字以内の英数字，アンダーバー（_），ピリオド（.）およびハイフ
ン（-）で設定されます。
UTF-8 コードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

11

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。
「ResFmtID」を指定します。
ASCII コードを使用してください。

12

長さ

4

int

次のエリア（項番 13）の長さです。
バイト単位で指定してください。

13

14

HCSC レスポン
スフォーマット
ID
タグ

任意

String

応答電文のフォーマット定義を一意に識別するための ID です。
このパラメタ，長さ，およびタグは設定されません。

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。
「OperatiN」が設定されます。
ASCII コードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

15

長さ

4

int

次のエリア（項番 16）の長さです。
バイト単位で設定されます。
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項番
16

項目
サービスオペ
レーション名

長さ（バ
イト）

データ

任意

String

サービスリクエスタの作成

説明

型※

要求先のサービス名に対するオペレーション名です。
255 バイトの XMLSchema の NCName 定義文字で設定されます。
UTF-8 コードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

17

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。
「MessageT」が設定されます。
ASCII コードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

18

長さ

4

int

次のエリア（項番 19）の長さです。
バイト単位で設定されます。

19

応答電文種別

任意

String

メッセージ（応答電文）の種別です。
電文種別が XML 電文の場合，「XML」が設定されます。メッセージ（応
答電文）がない場合，このパラメタは省略されます。
UTF-8 コードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

20

タグ

8

byte

パラメタ識別用のタグです（アイキャッチャ）。
「MgLength」が設定されます。
ASCII コードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

21

長さ

4

int

次のエリア（項番 22）の長さです。
「4」が設定されます。

22

メッセージ長

4

int

メッセージ（応答電文）の長さが設定されます。
メッセージ（応答電文）がない場合，0 バイトが設定されます。

23

メッセージ

任意

byte[]

次のどちらかの情報が設定されます。
• サービス部品からの応答電文
• サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエ
ラー情報（フォルト情報）
UTF-8 コードでエンコードされているバイナリデータが設定されます。

注※
Java のデータ型です。

(2)

JMS の場合
受信用共用キューから応答（JMS メッセージ）を取り出すには，MDB で実装する方法と SessionBean で
実装する方法があります。MDB および SessionBean の実装については，マニュアル「Reliable
Messaging」を参照してください。
なお，取り出した応答（JMS メッセージ）のペイロードに設定されたバイナリデータの形式については，
表 8-18 を参照してください。

8.6.11 応答電文を取得する（TP1/EE，JMS）
取り出した応答から応答電文を取得します。取得する応答電文は，次のどちらかになります。
• サービス部品からの応答電文
• サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー情報（フォルト情報）
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(1)

サービス部品からの応答電文
取得する応答電文は，サービス部品側と同じ電文フォーマットの XML 電文になります。XML 電文の応答
電文については，「8.2.7 応答電文を取得する」を参照してください。

(2)

サービス部品，ビジネスプロセス，およびサービスアダプタからのエラー情報（フォル
ト情報）
取得する電文（エラー情報）は，非同期受付（MDB（DB キュー））が応答用のキューに送信した XML 電
文になります。取得する XML 電文（エラー情報）の形式については，
「8.5.9 応答電文を取得する」を参
照してください。
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SOAP 受付に要求を出すサービスリクエスタ

SOAP 受付へ要求電文を送信するサービスリクエスタは，SOAP を利用して通信します。サービスリクエ
スタから SOAP 受付へサービス部品実行の要求電文が送信され，HCSC サーバがサービス部品の実行を行
います。
SOAP 受付のインターフェース情報は，開発環境でユーザ定義受付を定義した際に指定した WSDL になり
ます。WSDL からスタブを生成し，そのスタブを利用して，SOAP 受付に要求を出します。
ポイント
SOAP 受付に要求を出すサービスリクエスタを作成する場合，標準受付とは異なり，要求電文を作成する必要は
ありません。サービスリクエスタのスタブの中で WSDL に合わせた形式の要求電文（SOAP メッセージ）が自
動的に生成され，サービス部品の実行要求が出されます。

SOAP 受付に要求を出すサービスリクエスタと HCSC サーバの関係を次の図に示します。
図 8‒31

SOAP 受付に要求を出すサービスリクエスタと HCSC サーバの関係

なお，JAX-WS エンジンを使用して通信するサービスリクエスタの場合，スタブではなくサービスクラス
を生成します。JAX-WS エンジンの場合のサービスリクエスタの作成については，「8.7.7 サービスリク
エスタ（SOAP 受付）の作成手順（JAX-WS エンジン）」を参照してください。

8.7.1

サービスリクエスタ（SOAP 受付）の作成手順（SOAP 通信基
盤）

SOAP 受付にサービス部品の実行を要求し，サービス部品を呼び出すためのサービスリクエスタの作成手
順を次に示します。
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図 8‒32 サービスリクエスタ（SOAP 受付）の作成手順（SOAP 通信基盤）

各工程の作業を次に示します。

(1)

WSDL の編集
ユーザ定義受付の定義内容を確認して，スタブの生成に必要な WSDL の内容を編集します。WSDL の編
集については，「8.7.2 WSDL を編集する」を参照してください。

(2)

スタブの生成
「(1) WSDL の編集」で編集した WSDL からスタブを生成します。スタブの生成については，
「8.7.3
タブを生成する」を参照してください。

(3)

ス

オブジェクトの生成
SOAP 受付のメソッドを呼び出すために，
「(2) スタブの生成」で生成したスタブからオブジェクトを生成
します。オブジェクトの生成については，「8.7.4 オブジェクトを生成する」を参照してください。

(4)

応答電文の取得
SOAP 受付から，サービス部品の実行要求に対する応答電文を取得します。応答電文の取得については，
「8.7.5 応答電文を取得する」を参照してください。

(5)

エラー情報の取得
要求先のサービス部品，HCSC サーバ，および SOAP エンジンでエラーが発生した場合，エラー情報を取
得し，その情報に従って対処します。エラー情報の取得については，
「8.7.6 エラー情報を取得する」を参
照してください。

554

8

8.7.2

サービスリクエスタの作成

WSDL を編集する

SOAP 受付に実行要求を出すサービスリクエスタを作成するには，開発環境でユーザ定義受付を定義した
際に指定した WSDL を利用します。WSDL の作成については，マニュアル「サービスプラットフォーム
開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「2.7 WSDL の作成」を参照してください。
開発環境でユーザ定義受付を定義した際に指定した WSDL は，サービスロケーションの値（wsdl:port 要
素内の soap-address 要素の location 属性に設定している値）に，仮の値を設定しています。そのため，
WSDL のサービスロケーションの値を，使用するユーザ定義受付の URL 情報に編集する必要があります。
HCSC サーバをセットアップする際に，HCSC サーバセットアップ定義ファイルに SOAP 受付を使用する
ように指定（request-userdef-soap=ON を指定）している場合は，開発環境のユーザ定義受付情報表示画
面の［Web サービス］に URL が表示されます。表示される URL がユーザ定義受付の URL 情報です。こ
の URL を WSDL のサービスロケーションの値に設定します。
HCSC サーバをセットアップしていない場合，または HCSC サーバをセットアップしたが HCSC サーバ
セットアップ定義ファイルで SOAP 受付を使用しないように指定している場合は，次の規則に従ってサー
ビスロケーションの値を設定してください。
http://<ホスト名>:<ポート番号>※1/<コンテキストルート>※2/services/CSCMsgUserDefinedReception
注※1
HCSC サーバの URL（ホスト名およびポート番号）です。
注※2
コンテキストルート名は，開発環境でユーザ定義受付を定義したときに割り当てられた受付 ID と同じ
値がデフォルトで設定されます。ユーザ定義受付定義画面の［コンテキストルート］に表示されます。
ユーザ定義受付情報表示画面の表示方法は，「7.4.2
てください。

8.7.3

HCSC コンポーネントの情報を表示する」を参照し

スタブを生成する

編集した WSDL からスタブを生成します。スタブは，サービスプラットフォームが開発支援コマンドとし
て提供する WSDL2Java コマンドで生成できます。
コマンドの入力例を次に示します。
WSDL2Java xxxxx.wsdl

このコマンドを実行すると，指定した WSDL に記述されている内容に基づいてディレクトリおよびファイ
ルが作成されます。
WSDL2Java コマンドのオプションなどの詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ SOAP
アプリケーション開発の手引」の「9.2 WSDL2Java コマンド（ソースコードの生成）」を参照してくだ
さい。生成されるスタブの内容については，マニュアル「アプリケーションサーバ SOAP アプリケーショ
ン開発の手引」の「3.7.1 スタブの使用」を参照してください。

8.7.4

オブジェクトを生成する

SOAP 受付のメソッドを呼び出すために，生成したスタブを使用して，オブジェクトを生成します。
SOAP 受付のメソッドを呼び出すためのオブジェクトを生成する手順を次に示します。
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1. インターフェースクラスである Locator クラスのオブジェクトを生成します。
2. Locator クラスを使って，ユーザ定義受付のインターフェースクラスのオブジェクトを生成します。
なお，生成・取得したサービスリクエスタのインターフェースクラスのインスタンスは，複数のスレッ
ドで共有できません。
生成したオブジェクトのメソッドを呼び出すことで，ユーザ定義受付にサービス部品の実行が要求されま
す。スタブのオブジェクト内で，WSDL で定義された形式の要求電文（SOAP メッセージ）を自動生成し
ます。

8.7.5

応答電文を取得する

SOAP 受付から，サービス部品の実行要求に対する応答電文を取得します。スタブのオブジェクトは，
SOAP 受付からの応答電文として WSDL で定義された形式の応答電文（SOAP メッセージ）を受け取り，
サービスリクエスタに応答を返します。応答電文の取得を次の図に示します。
図 8‒33

応答電文の取得（SOAP 受付）

サービス部品からの応答電文がない場合は，NULL を受信します。応答電文がある場合とない場合に分け
て次に説明します。

(1)

応答電文がある場合
サービスリクエスタは，生成したオブジェクトのメソッドを呼び出した戻り値としてビジネスプロセスから
応答電文を取得します。

(2)

応答電文がない場合
サービスリクエスタは，生成したオブジェクトのメソッドを呼び出した戻り値として NULL を取得します。

8.7.6

エラー情報を取得する

要求先のサービス部品，HCSC サーバ，および SOAP エンジンでエラーが発生した場合，エラー情報を取
得し，その情報に従って対処します。
エラーの伝わり方については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」の
「7.7.1 Web サービス（SOAP 通信）実行時の障害対策」を参照してください。
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サービスリクエスタ側の実装例
エラー情報の取得方法は，SOAP 通信基盤の種類によって異なります。

(a) サービスプラットフォームが提供している SOAP 通信基盤を使用している場合
サービス部品からの SOAP Fault の取得方法
WSDL に定義されているエラー情報用の例外オブジェクトをキャッチして SOAP Fault のエラー情報
を取得します。SOAP Fault の形式は，WSDL に定義されている Fault 形式（サービス部品側の Fault
形式）です。
サービス部品からの SOAP Fault を取得するには，サービスリクエスタ側で次のように実装する必要が
あります。
{

}

try {
：
// Webサービス呼び出し
：
} catch (xxxxxxxxxxException e) {
：
} catch (C4Fault e) {
：
}

HCSC サーバ内で発生した例外の取得方法
サービスプラットフォームの SOAP 通信基盤で提供する C4Fault オブジェクトをキャッチしてエラー
情報を取得します。
サービスリクエスタ側の処理の流れを次に示します。
1. C4Fault または RuntimeException でキャッチします。
2. C4Fault から getFaultDetails()メソッドを使用して Element[]を取り出し，各配列に対して
getChildNodes()メソッドで NodeList を取得します。
3. NodeList から Node を取り出し，個々の Node に対して getTextContent()メソッドでエラー情報
を取り出します。
HCSC サーバ内で発生した例外を取得する場合の，サービスリクエスタ側の実装の例を次に示します。
{

}

try {
：
} catch (xxxxxxxxxxException e) {
：
} catch (C4Fault e) {
// C4FaultからFault情報を取得
System.out.println("C4Fault Message
System.out.println("C4Fault FaultCode
System.out.println("C4Fault FaultActor
System.out.println("C4Fault FaultString
// C4FaultからDetailを取得
Element ele[] = e.getFaultDetails();
printElement(ele);
}

=
=
=
=

"
"
"
"

+
+
+
+

e.getMessage());
e.getFaultCode());
e.getFaultActor());
e.getFaultString());

/**
* Print Element
*/
private static void printElement(Element[] ele) {
int eleNumber = ele.length;
System.out.println("Element count = " + eleNumber);
for (int i=0; i<eleNumber; i++) {
// Element配列からNodeListを取得
if (ele[i] != null) {
printNodeList(ele[i].getChildNodes());
} else {
System.out.println("Element[" + i + "] = null");
}
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}

}

/**
* Print NodeList
*/
private static void printNodeList(NodeList nodelist) {
int nodelistcount = nodelist.getLength();
for (int j=0; j<nodelistcount; j++) {
Node node1 = nodelist.item(j);
NodeList nodelist1 = node1.getChildNodes();
int nodelist1len = nodelist1.getLength();

}

}

if (nodelist1len == 0) {
System.out.println("empty ChildNode");
} else if(nodelist1len == 1) {
Node node2 = node1.getFirstChild();
if(node2 != null) {
System.out.println("ChildNode[" + j + "] getTextContent = "
+ node2.getTextContent());
} else {
System.out.println("ChildNode[" + j + "] = null");
}
} else {
printNodeList(nodelist1);
}

getFaultDetails()メソッドを使用して取得した Element[]の構造を次に示します。
表 8‒19

getFaultDetails()メソッドを使用して取得した Element[]の構造

名称

説明

errorMessage

HCSC サーバ内で発生した例外に設定されているエラーメッセージです。

errorCode

HCSC サーバ内で発生した例外に対応するエラーコードです。

processInstanceID

ビジネスプロセスのインスタンス ID の情報です。
HCSC サーバ内で発生した例外の場合は設定されていないため，null（nil 属性）になります。

(b) サービスプラットフォームが提供している SOAP 通信基盤を使用していない場合
サービス部品からの SOAP Fault の取得方法
WSDL に定義されているエラー情報用の例外オブジェクトをキャッチして SOAP Fault のエラー情報
を取得します。SOAP Fault の形式は，WSDL に定義されている Fault 形式（サービス部品側の Fault
形式）です。
HCSC サーバ内で発生した例外の取得方法
取得する方法は，サービスリクエスタ側で実装している SOAP エンジンに依存します。

8.7.7

サービスリクエスタ（SOAP 受付）の作成手順（JAX-WS エンジ
ン）

SOAP 受付に要求を出すサービスリクエスタとして，JAX-WS エンジンを使用して通信するサービスリク
エスタを作成できます。JAX-WS エンジンを使用して通信するサービスリクエスタは，SOAP（documentliteral 型）を利用して，SOAP 受付に要求電文を送信します。
JAX-WS エンジンの場合のサービスリクエスタと HCSC サーバの関係を次の図に示します。
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図 8‒34

サービスリクエスタの作成

JAX-WS エンジンを使用して通信するサービスリクエスタと HCSC サーバの関係（SOAP 受付）

JAX-WS エンジンを使用して通信するサービスリクエスタの作成手順を次に示します。
図 8‒35

JAX-WS エンジンを使用して通信するサービスリクエスタの作成手順（SOAP 受付）

各工程の作業を次に示します。

(1)

WSDL の編集
WSDL の編集方法は，SOAP 通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。
WSDL の編集方法については，「8.7.2

WSDL を編集する」を参照してください。
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(2)

サービスクラスの生成
編集した WSDL からサービスクラスを生成します。サービスクラスは，サービスプラットフォームが開発
支援コマンドとして提供する cjwsimport コマンドで生成します。
コマンドの入力例を次に示します。

cjwsimport -s <ソースファイルの出力先ディレクトリ> -d <コンパイル済みクラスファイルの出力先ディレクトリ> <WSDL
ファイル>

cjwsimport コマンドのオプションなどの詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ Web
サービス開発ガイド」の「14.1

cjwsimport コマンド」を参照してください。

なお，「(1) WSDL の編集」で編集した WSDL ファイルが，cjwsimport コマンドを実行するカレント
ディレクトリと異なる場所に格納されている場合は，ディレクトリも指定してください。
このコマンドを実行すると，WSDL に記述されている内容に基づいて，指定したソースファイルの出力先
ディレクトリに，ディレクトリおよびファイルが生成されます。
!

注意事項
JAX-WS エンジンを使用して通信するサービスリクエスタの場合，プログラム実行時に WSDL を読み込みま
す。サービスクラスのデフォルトコンストラクタを使用する場合は，cjwsimport コマンドで指定した WSDL の
パス（「(1) WSDL の編集」で取得した WSDL ファイルをサービスクラス生成のために格納したディレクト
リ）の WSDL を読み込みます。そのため，cjwsimport コマンドを実行したあと，サービスクラスを基点とした
WSDL ファイルの構成位置は，相対関係を壊すような構成にならないよう，WSDL ファイルを移動しないでく
ださい。サービスリクエスタ実行時に参照する WSDL の構成位置を，cjwsimport コマンドで指定した WSDL
のパスから変更する場合は，URL を指定できるコンストラクタを使用してください。

(3)

オブジェクトの生成
SOAP 受付のメソッドを呼び出すために，生成したサービスクラスを使用して，プロキシクラスのオブジェ
クトを生成します。
生成したサービスクラスを基に，SOAP 受付を呼ぶためのプロキシクラスのオブジェクトを生成する手順
を示します。
1. サービスクラスを生成します。
2. wsdl:portType に対応するプロキシクラスを生成します。
3. 生成したプロキシクラスのオブジェクトを使用して，サービスのメソッドを呼び出します。
生成したオブジェクトのメソッドを呼び出すことで，SOAP 受付にサービス部品の実行が要求されます。
サービスクラスのオブジェクト内で，WSDL で定義された形式の要求電文（SOAP メッセージ）を自動生
成します。

(4)

応答電文の取得
応答電文の取得方法は，SOAP 通信基盤でサービスリクエスタを作成する場合と同じです。
応答電文の取得については，「8.7.5

(5)

応答電文を取得する」を参照してください。

エラー情報の取得
要求先のサービス部品，HCSC サーバ，および SOAP エンジンでエラーが発生した場合，エラー情報を取
得し，その情報に従って対処します。
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サービス部品からの SOAP Fault の取得方法
JAX-WS エンジンを使用して通信するサービスリクエスタの場合，情報がラップされた例外がキャッチ
されます。そのため，ユーザ定義例外を取得するには，getFaultInfo()メソッドを使用してフォルト情
報の格納クラスを取得する必要があります。
HCSC サーバ内で発生した例外の取得方法
javax.xml.ws.soap.SOAPFaultException オブジェクトをキャッチしてエラー情報を取得します。
サービスリクエスタ側の処理の流れを次に示します。
1. SOAPFaultException でキャッチします。
2. SOAPFaultException から getFault()メソッドを使用して SOAP Fault を取り出します。
3. SOAP Fault から SOAP フォルトの情報を取り出します。
HCSC サーバ内で発生した例外を取得する場合の，サービスリクエスタ側の実装の例を次に示します。
/**
* Sample Program
*/
{
try {
：
} catch (xxxxxxxxxxException_Exception e) {
// WSDLに定義しているSOAPフォルトが返ってきた場合
xxxxxxxxxxException faultInfo = e.getFaultInfo();
：
} catch (SOAPFaultException e) {
// HCSCサーバ内で何らかのエラーが発生した場合
SOAPFault soapFault = e.getFault();
if(soapFault != null) {
// SOAPフォルトの情報を出力
System.err.println("faultCode=" + soapFault.getFaultCode());
System.err.println("faultActor=" + soapFault.getFaultActor());
System.err.println("faultString=" + soapFault.getFaultString());
Detail detail = soapFault.getDetail();
if(detail != null) {
for(Iterator ite = detail.getDetailEntries(); ite.hasNext(); ) {
printDetail((Element)ite.next());
}
}
}
}
}

なお，getDetail()メソッドを使用して取得した Element[]の構造は，次の表のようになります。
表 8‒20
名称

getDetail()メソッドを使用して取得した Element[]の構造
内容

errorMessage

例外に設定されているエラーメッセージです。

errorCode

例外に設定されているエラーメッセージに対応するエラーコードです。

processInstanceID

ビジネスプロセスのプロセスインスタンス ID です。メッセージング基盤内で検出したエ
ラーの場合は設定されていないため null（nil 属性）となります。ビジネスプロセスで発生
したエラーの場合に該当します。
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この章では，ビジネスプロセスのデバッグの流れ，および操作手順について説
明します。
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9.1

デバッグの流れ

ビジネスプロセスのデバッグの流れを次の図に示します。
図 9‒1

ビジネスプロセスのデバッグの流れ

ビジネスプロセスのデバッグに関する作業について次に説明します。

(1)

ビジネスプロセスのデバッグの準備
ビジネスプロセスのデバッグの準備では，次の項目を実施します。
• ブレークポイントの設定
任意のアクティビティでプロセスインスタンスの処理を中断したい場合，中断するアクティビティにブ
レークポイントを設定します。
ブレークポイントの設定については，「9.2.1
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• サービスのエミュレーションの設定
作成済みの電文を実際にサービスを呼び出したときの応答電文の代わりに利用したい場合，サービスの
エミュレーションを設定します。
サービスのエミュレーションの設定については，「9.2.2
してください。

(2)

サービスのエミュレーションの設定」を参照

ビジネスプロセスのデバッグの開始
ビジネスプロセスのデバッグを開始します。
ビジネスプロセスのデバッグの開始方法については，
「9.3 ビジネスプロセスのデバッグの開始」を参照し
てください。

(3) リクエストの送信
サービスリクエスタやサービスリクエスタのエミュレーションを使って，受付アクティビティにリクエスト
を送信します。リクエストの送信後，ブレークポイントが設定されているアクティビティまでプロセスイン
スタンスの処理が進むと，プロセスインスタンスの処理が自動で中断されます。
リクエストの送信については，「9.4

(4)

リクエストの送信」を参照してください。

ビジネスプロセスのデバッグ
ビジネスプロセスのデバッグでは，次の項目を実施できます。
• ステップ実行および再開
プロセスインスタンスの処理をアクティビティ単位で中断しながら，逐次処理を進めることができま
す。プロセスインスタンスの処理が中断しているときに実施できます。
ステップ実行および再開の方法については，「9.5.1

ステップ実行および再開」を参照してください。

• 変数・相関セットの確認
ビジネスプロセスで使用している変数，および相関セットを確認します。プロセスインスタンスの処理
が中断しているときに実施できます。
変数・相関セットの確認方法については，「9.5.2

変数・相関セットの確認」を参照してください。

• 変数の更新
ビジネスプロセスで使用している変数の値を変更し，ビジネスプロセスに反映します。プロセスインス
タンスの処理が中断しているときに実施できます。
変数の更新方法については，「9.5.3

変数の更新」を参照してください。

• XPath の評価
分岐アクティビティや代入アクティビティに指定した条件式の妥当性を評価したり，変数の値の一部を
参照したりできます。プロセスインスタンスの処理が中断しているときに実施できます。
XPath の評価方法については，「9.5.4

XPath の評価」を参照してください。

• サービスのエミュレーション（自動／手動）
設定した応答電文をサービスの応答電文の代わりに利用します。
サービスの自動エミュレーションの実行方法については，「9.5.5 サービスの自動エミュレーション」
を参照してください。サービスの手動エミュレーションの実行方法については，「9.5.6 サービスの手
動エミュレーション」を参照してください。
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(5)

ビジネスプロセスのデバッグの終了
ビジネスプロセスを定義し直す場合や，ビジネスプロセスの動作確認が終わった場合，ビジネスプロセスの
デバッグを終了します。
ビジネスプロセスのデバッグの終了方法については，
「9.6
てください。
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9.2

ビジネスプロセスのデバッグ

ビジネスプロセスのデバッグの準備

ビジネスプロセスのデバッグの準備では，ブレークポイントおよびサービスのエミュレーションを設定しま
す。
なお，ブレークポイントおよびサービスのエミュレーションは，ビジネスプロセスのデバッグの開始後に設
定することもできます。ビジネスプロセスのデバッグの開始後に設定する場合は，プロセスインスタンスの
処理が中断しているときに実施してください。プロセスインスタンスの処理状態は，デバッグビューで確認
できます。デバッグビューの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.2.4 ビジネスプロセスのデバッグ画面」を参照してください。

9.2.1

ブレークポイントの設定

任意のアクティビティでプロセスインスタンスの処理を中断したい場合，中断するアクティビティにブレー
クポイントを追加します。追加したブレークポイントは，必要に応じて条件設定を変更したり，エクスポー
トおよびインポートしたりします。
ブレークポイントを設定できるアクティビティの種類については，「9.5.1(1)
理を中断できるアクティビティ」を参照してください。

(1)

プロセスインスタンスの処

ブレークポイントを追加する
ブレークポイントには，通常のブレークポイントと条件付きブレークポイントの 2 つがあります。通常の
ブレークポイントを追加した場合，アクティビティに処理が進んだときにプロセスインスタンスの処理が必
ず中断されます。条件付きブレークポイントを追加した場合，アクティビティに処理が進んだときに，入力
した条件式を満たしている（評価結果が真になる）と，プロセスインスタンスの処理が中断されます。
アクティビティに通常のブレークポイント，および条件付きブレークポイントを追加する手順を次に示しま
す。

(a)

通常のブレークポイントの追加
1. ビジネスプロセス定義画面でブレークポイントを追加するアクティビティを右クリックし，［ブレーク
ポイントの追加］を選択します。
アクティビティにブレークポイントが追加され，アクティビティの横にブレークポイントを表すチェッ
クが付きます。ビジネスプロセス定義画面の詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム
リファレンス」の「1.2.3 ビジネスプロセス定義画面」を参照してください。

(b)

条件付きブレークポイントの追加
1. ビジネスプロセス定義画面でブレークポイントを追加するアクティビティを右クリックし，［条件付き
ブレークポイントの追加］を選択します。
［条件設定］ダイアログが表示されます。
2. 条件式を XPath で入力します。※
3.［OK］ボタンをクリックします。
アクティビティにブレークポイントが追加され，アクティビティの横にブレークポイントを表すチェッ
クが付きます。
ブレークポイントを追加したアクティビティに処理が進んだときに，入力した XPath の条件式を満た
している（評価結果が真になる）と，プロセスインスタンスの処理が中断されます。
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注※
条件式を入力しなかった場合は，通常のブレークポイントとして扱われます。

(2)

ブレークポイントの条件設定を変更する
追加した通常のブレークポイントおよび条件付きブレークポイントは，必要に応じて中断の条件を変更でき
ます。
ブレークポイントの条件設定を変更する手順を次に示します。
1. ビジネスプロセス定義画面でブレークポイントを追加したアクティビティを右クリックし，［条件の変
更］を選択します。
［条件設定］ダイアログが表示されます。
2. 条件式を XPath で入力します。※
3.［OK］ボタンをクリックします。
ブレークポイントの条件設定が変更されます。
ブレークポイントの条件設定を変更したアクティビティに処理が進んだときに，入力した XPath の条
件式を満たしている（評価結果が真になる）と，プロセスインスタンスの処理が中断されます。
注※
条件式を入力しなかった場合は，通常のブレークポイントとして扱われます。

(3)

ブレークポイントを削除する
ビジネスプロセス定義画面でブレークポイントを削除するアクティビティを右クリックし，［ブレークポイ
ントの削除］を選択すると，対象のアクティビティのブレークポイントが削除されます。

(4)

ブレークポイントを無効にする
Eclipse の標準機能を使用して，ブレークポイントビューから，アクティビティに追加したブレークポイン
トを一時的に無効にできます。
ブレークポイントビューの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.2.4 ビジネスプロセスのデバッグ画面」を参照してください。

(5)

ブレークポイントをエクスポート／インポートする
Eclipse の標準機能を使用して，アクティビティに追加したブレークポイントをエクスポートできます。ま
た，エクスポートしたブレークポイントをインポートすることもできます。
エクスポート方法およびインポート方法の詳細については，Eclipse のドキュメントを参照してください。
!

注意事項
ブレークポイントをインポートする前に，すべてのアクティビティに設定されているブレークポイントを必ず削
除してください。アクティビティにブレークポイントの設定が残っている場合，正常にインポートできないおそ
れがあります。

9.2.2

サービスのエミュレーションの設定

作成済みの応答電文を実際のサービスを呼び出す代わりに利用したい場合，サービスのエミュレーションを
設定します。
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サービスのエミュレーションを利用することで，ビジネスプロセスから呼び出すサービスがなくても，プロ
セスインスタンスの処理を進めることができます。
サービスのエミュレーションには，自動エミュレーションと手動エミュレーションの 2 つの機能がありま
す。
サービスの自動エミュレーションとは，サービス呼出アクティビティからサービスを呼び出す前に，エミュ
レーションするサービスのオペレーションや，オペレーションの応答電文を設定しておくことで，プロセス
インスタンスの処理がサービス呼出アクティビティに進んだときに，自動的にサービスのエミュレーション
が実行される機能です。
サービスの手動エミュレーションとは，プロセスインスタンスの処理がサービス呼出アクティビティで中断
しているときに，エミュレーションするサービスの応答電文を設定し，手動でサービスのエミュレーション
を実行する機能です。

(1)

サービスの自動エミュレーションの設定
サービスの自動エミュレーションでは，エミュレーションするサービスのオペレーション，応答種別，応答
電文などを設定します。
サービスの自動エミュレーションの設定手順については，
「9.5.5
照してください。

(2)

サービスの自動エミュレーション」を参

サービスの手動エミュレーションの設定
サービスの手動エミュレーションでは，プロセスインスタンスの処理がサービス呼出アクティビティで中断
しているときに，応答種別および応答電文を設定します。
サービスの手動エミュレーションの設定手順については，
「9.5.6
照してください。

サービスの手動エミュレーション」を参
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9.3

ビジネスプロセスのデバッグの開始

ビジネスプロセスのデバッグを開始する手順について説明します。
1. テスト環境を起動します。
テスト環境を起動する方法については，「2.4.3(1)

テスト環境の起動と停止」を参照してください。

2. 標準受付を開始します。
ビジネスプロセスに標準受付を使用していない場合，この手順は不要です。
標準受付を開始する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイ
ド」の「5.3.9 標準受付を開始する」を参照してください。
3. 次のどれかの方法で，［デバッグ構成］ダイアログを表示します。
• Eclipse のツールバーから［デバッグ（

）］−［デバッグの構成］を選択します。

• ツリービューのサービス定義一覧からデバッグするビジネスプロセスを右クリックし，
［デバッグの
構成］を選択します。
• パッケージ・エクスプローラーから対象のプロジェクトを右クリックし，
［デバッグ］−［デバッグ
の構成］を選択します。
• Eclipse のメニューから［実行］−［デバッグの構成］を選択します。
4.［デバッグ構成］ダイアログのメニューから［HCSC-BP］を右クリックし，［新規］を選択します。
5.［名前］にデバッグの名称を入力します。
6.［ビジネスプロセス設定］タブの［デバッグ対象］のドロップダウンリストから，デバッグするビジネ
スプロセスを選択します。
7.［デバッグ設定］タブを選択し，必要な情報を指定します。
［デバッグ設定］タブの表示・指定する内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.5.1 デバッグ構成ダイアログ」を参照してください。
8.［デバッグ］ボタンをクリックします。
デバッグの開始処理の経過がコンソールビューに表示されます。ビジネスプロセス，ユーザ定義受付，
およびサービスアダプタが編集中の場合は，編集中の定義を保管するかを確認するダイアログが表示さ
れます。
ビジネスプロセスエディタが表示されます。ビジネスプロセスエディタの詳細については，マニュアル
「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.4 ビジネスプロセスのデバッグ画面」を参照して
ください。
Eclipse 起動後，最初にビジネスプロセスのデバッグを開始するときは，
［アカウント認証］ダイアログ
が表示されます。ユーザ ID とパスワードを入力して［OK］ボタンをクリックすると，ビジネスプロセ
スのデバッグの開始処理が開始されます。
9.［OK］ボタンをクリックします。
ビジネスプロセスのデバッグが開始されます。
一度ビジネスプロセスのデバッグを開始すると，Eclipse の［デバッグ］メニューにデバッグ構成の
ショートカットが作成されます。以降は，このショートカットを選択することで，手順 3〜手順 8 の操
作を省略してデバッグを開始できます。
!

注意事項
• 開発環境，運用環境，および実行環境は，同一のマシンに構築してください。複数マシンの構成にした場合，
動作は保証できません。
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• HCSC サーバはセットアップ済みの状態である必要があります。なお，セットアップは，単一の HCSC サー
バ構成で実施してください。HCSC 簡易セットアップを利用する場合も，単一の HCSC サーバ構成でセット
アップしてください。
• HCSC サーバおよびデータベースを起動しておいてください。
• ビジネスプロセスのデバッグを開始する場合，次のときにエラーになることがあります。
・開発環境と運用環境でリポジトリの構成形態（データベースと Reliable Messaging の組み合わせ）が不一
致である。
・運用環境のリポジトリで配備済みのサービスが，開発環境で更新または削除されている。
・開発環境と運用環境のリポジトリ内で SOAP モードが不一致である。
エラーになる場合は，定義したすべての HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除したあと，
再度ビジネスプロセスのデバッグを開始してください。
• ビジネスプロセスのデバッグの開始処理の途中でエラーが発生した場合，処理を中断して終了します。ただ
し，エラー発生前に終了している処理は，開始前の状態に戻りません。その場合，エラーの発生原因を取り
除いて，再度開始してください。
• ビジネスプロセスのデバッグを開始したあとでビジネスプロセスやサービスアダプタを変更すると，デバッ
グの各機能が正常に動作しないおそれがあります。デバッグ中にビジネスプロセスやサービスアダプタを変
更した場合は，ビジネスプロセスのデバッグをいったん終了してから再度デバッグを開始してください。
• ビジネスプロセスのデバッグは，単一のマシン内で開始してください。複数のマシン間でデバッグを開始し
た場合，動作を保証しません。
• ビジネスプロセスのデバッグの開始および終了操作は一度に 1 つしか実行できません。デバッグビューで複
数のデバッグ構成を選択した状態で，デバッグの開始や終了操作をしないでください。
• ［デバッグ構成］ダイアログの［デバッグ対象］で選択したビジネスプロセスだけ，デバッグが開始されま
す。ビジネスプロセスから呼び出すほかのビジネスプロセスなど，複数のビジネスプロセスを同時にデバッ
グする場合は，それぞれビジネスプロセスのデバッグを開始してください。
• デバッグの開始に失敗すると，サービスが起動できない状態となり，HCSC コンポーネントを停止するまで
ビジネスプロセスのデバッグを開始できなくなることがあります。デバッグの開始に失敗した場合は，
csccompostop -all コマンド，csccompoundeploy -all コマンドの順に実行して HCSC コンポーネントを
停止し，アンデプロイしてください。そのあと，ビジネスプロセスのデバッグを再度開始してください。な
お，
「7.6 HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除する処理の一括実行」の方法では，HCSC
コンポーネントを停止できません。
csccompostop コマンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「csccompostop（HCSC コンポーネントの停止）」を参照してください。csccompoundeploy コマンドの詳
細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「csccompoundeploy（配備済み
の HCSC コンポーネントの削除）」を参照してください。
• 同一のビジネスプロセスを重複して開始することはできません。
• 最新のバージョンのビジネスプロセスでだけデバッグを開始できます。それ以外の場合，ビジネスプロセス
のデバッグを実行できません。
• ビジネスプロセスのデバッグを実行すると，次のメッセージがメッセージログに多数出力されることがあり
ます。
・初期化されていない変数の値を読み取ろうとした場合に出力されるメッセージ（KDEC20052-E）
・初期化されていない相関セットの値を読み取ろうとした場合に出力されるメッセージ（KDEC20065-E）
• ビジネスプロセスのデバッグを開始したあとは，次の操作をしないでください。
・HCSCTE プロジェクトのクローズ
・HCSCTE プロジェクトの削除
・リポジトリディレクトリの変更
・リポジトリの初期化
・リポジトリのインポート
・サービスのインポート
・サービスのエクスポート
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参考
ビジネスプロセスのデバッグを開始するときは，HCSC コンポーネントを HCSC サーバに配備して開始する処
理が一括で実行されます。このとき，ビジネスプロセス，サービスアダプタ，およびユーザ定義は次のように配
備定義されます。
• ビジネスプロセス
［デバッグ構成］ダイアログで選択したビジネスプロセスの場合，再度パッケージングをして配備定義しま
す。
［デバッグ構成］ダイアログで選択したビジネスプロセスから参照しているビジネスプロセスの場合，すでに
配備定義（公開）されているときは，ビジネスプロセスのデバッグの開始時に再度配備定義をしません。そ
れ以外のときは，再度パッケージングをして配備定義します。
• サービスアダプタ
すでにパッケージングされている場合や配備定義（公開）されている場合は，ビジネスプロセスのデバッグ
の開始時に再度パッケージングや配備定義をしません。
• ユーザ定義受付
［デバッグ構成］ダイアログで選択したビジネスプロセスのユーザ定義受付の場合，再度配備定義します。
［デバッグ構成］ダイアログで選択したビジネスプロセスから参照しているビジネスプロセスのユーザ定義受
付の場合で，すでに配備定義（公開）されているときは，ビジネスプロセスのデバッグの開始時に再度配備
定義しません。それ以外のときは，再度配備定義します。
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リクエストの送信

サービスリクエスタやサービスリクエスタのエミュレーションを使って，受付アクティビティにリクエスト
を送信します。
リクエストを送信すると，パースペクティブを切り替えるかどうかを確認するダイアログが表示されます。
［はい］ボタンをクリックすると，［HCSCTE］パースペクティブから［デバッグ］パースペクティブに切
り替わり，デバッグビュー，変数ビューなどのビューが表示されます。
リクエストの送信後，プロセスインスタンスの処理が開始され，ブレークポイントを設定しているアクティ
ビティでプロセスインスタンスの処理が中断されます。
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9.5

ビジネスプロセスのデバッグで実施できる操作

ビジネスプロセスのデバッグで実施できる操作について説明します。
ビジネスプロセスのデバッグの各操作は，プロセスインスタンスの処理が中断しているときに行ってくださ
い。プロセスインスタンスの処理状態は，デバッグビューで確認できます。

9.5.1

ステップ実行および再開

プロセスインスタンスの処理を中断できるアクティビティの種類と，ステップ実行および再開の操作につい
て説明します。

(1) プロセスインスタンスの処理を中断できるアクティビティ
プロセスインスタンスの処理を中断できるアクティビティの種類を次の表に示します。
表 9‒1

プロセスインスタンスの処理を中断できるアクティビティの種類

アクティビティの分類
基本アクティビティ

構造アクティビティ

（凡例）
○：中断できます。
×：中断できません。
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アクティビティ

中断の可否

開始アクティビティ

×

受付アクティビティ

○

応答アクティビティ

○

サービス呼出アクティビティ

○

Java 呼出アクティビティ

○

データ変換アクティビティ

○

代入アクティビティ

○

無操作アクティビティ

○

フォルト送出アクティビティ

○

待機アクティビティ

○

検証アクティビティ

○

終了アクティビティ

×

スコープアクティビティ

○

繰り返しアクティビティ

○

分岐開始アクティビティ

○

分岐終了アクティビティ

×

並列処理開始アクティビティ

○

並列処理終了アクティビティ

×
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(2)
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ステップ実行および再開の操作
プロセスインスタンスをステップ実行，または再開するには，デバッグビューで中断しているアクティビ
ティを選択し，実行したい操作のアイコンをクリックします。
ステップ実行および再開の操作と，デバッグの動作を次の表に示します。
表 9‒2

ステップ実行および再開の操作と，デバッグの動作

ステップ実行の操作

アイコン

デバッグの動作

ステップイン

ステップインが実行されます。アクティビティごとにステップインを実
行したときに中断するアクティビティについては，「(3) ステップイン
を実行したときに中断するアクティビティ」を参照してください。

ステップオーバー

ステップオーバーが実行されます。アクティビティごとにステップオー
バーを実行したときに中断するアクティビティについては，「(4) ス
テップオーバーを実行したときに中断するアクティビティ」を参照して
ください。

ステップリターン

ステップリターンが実行されます。アクティビティごとにステップリ
ターンを実行したときに中断するアクティビティについては，「(5) ス
テップリターンを実行したときに中断するアクティビティ」を参照して
ください。

再開

次にブレークポイントを設定しているアクティビティまで，プロセスイ
ンスタンスの処理が再開されます。

なお，サービス呼出アクティビティからフォルト処理に移る場合，フォルト処理でプロセスインスタンスの
処理を中断させるには，フォルト処理を行うアクティビティにブレークポイントを設定するか，ステップイ
ンを実行する必要があります。

(3)

ステップインを実行したときに中断するアクティビティ
アクティビティごとにステップインを実行したときに中断するアクティビティを次の表および図に示しま
す。
表 9‒3

アクティビティごとにステップインを実行したときに中断するアクティビティ

アクティビティ
の分類

アクティビティ

説明

基本アクティビティ

次のアクティビティに進みます。

構造アクティビ
ティ

スコープアクティ
ビティ

スコープアクティビティ内で最初に処理されるアクティビティに進みます。

繰り返しアクティ
ビティ

繰り返しアクティビティ内で最初に処理されるアクティビティに進みます。

分岐開始アクティ
ビティ

分岐開始アクティビティから分岐終了アクティビティまでの間で，最初に処理され
るアクティビティに進みます。

並列処理開始アク
ティビティ

並列処理開始アクティビティから並列処理終了アクティビティまでの間で，最初に
処理されるアクティビティに進みます。
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図 9‒2 基本アクティビティでステップインを実行したときに中断するアクティビティ

図 9‒3 構造アクティビティ（スコープ，繰り返し）でステップインを実行したときに中断するアクティ
ビティ
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図 9‒4

(4)
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構造アクティビティ（分岐，並列）でステップインを実行したときに中断するアクティビティ

ステップオーバーを実行したときに中断するアクティビティ
アクティビティごとにステップオーバーを実行したときに中断するアクティビティを次の表および図に示
します。
表 9‒4

アクティビティごとにステップオーバーを実行したときに中断するアクティビティ

アクティビティ
の分類

アクティビティ

基本アクティビティ
構造アクティビ
ティ

説明
次のアクティビティに進みます。

スコープアクティ
ビティ

スコープアクティビティの内部のアクティビティを処理して次のアクティビティ
に進みます。途中でブレークポイントが設定されている場合は，そこで中断しま
す。

繰り返しアクティ
ビティ

繰り返しアクティビティの内部のアクティビティを処理して次のアクティビティ
に進みます。途中でブレークポイントが設定されている場合は，そこで中断しま
す。

分岐開始アクティ
ビティ

分岐終了アクティビティの次のアクティビティまで処理します。途中でブレーク
ポイントが設定されている場合は，そこで中断します。

並列処理開始アク
ティビティ

並列処理終了アクティビティの次のアクティビティまで処理します。途中でブ
レークポイントが設定されている場合は，そこで中断します。
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図 9‒5 基本アクティビティでステップオーバーを実行したときに中断するアクティビティ

図 9‒6 構造アクティビティ（スコープ，繰り返し）でステップオーバーを実行したときに中断するアク
ティビティ
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図 9‒7

(5)
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構造アクティビティ（分岐，並列）でステップオーバーを実行したときに中断するアクティビティ

ステップリターンを実行したときに中断するアクティビティ
アクティビティごとにステップリターンを実行したときに中断するアクティビティについて説明します。
構造アクティビティ内の基本アクティビティで実行した場合は，所属する構造アクティビティの次のアク
ティビティまで処理します。所属する構造アクティビティが，スコープアクティビティまたは繰り返しアク
ティビティの場合は，内部のアクティビティをすべて処理して，次のアクティビティに進みます。所属する
構造アクティビティが分岐開始アクティビティまたは並列処理開始アクティビティの場合は，対となる分岐
終了アクティビティ，または並列処理終了アクティビティの次の位置まで処理します。
中断しているアクティビティが構造アクティビティ内にない場合は，再開と同じ動作をします。
途中でブレークポイントが設定されている場合は，そこで中断します。
構造アクティビティ内の各アクティビティでステップリターンを実行したときに中断するアクティビティ
を次の図に示します。
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図 9‒8 構造アクティビティ内の基本アクティビティでステップリターンを実行したときに中断するアク
ティビティ
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図 9‒9
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構造アクティビティ内の構造アクティビティ（スコープ，繰り返し）でステップリターンを実行
したときに中断するアクティビティ
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図 9‒10 構造アクティビティ内の構造アクティビティ（分岐，並列）でステップリターンを実行したとき
に中断するアクティビティ

9.5.2

変数・相関セットの確認

プロセスインスタンスの処理が中断しているときに，デバッグビューで中断しているアクティビティを選択
すると，ビジネスプロセスで現在使用している変数名，変数の値，相関セット名，および相関 ID が変数
ビューに表示されます。
変数ビューの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.4
スプロセスのデバッグ画面」を参照してください。

9.5.3

変数の更新

変数ビューに表示された変数の値を変更し，ビジネスプロセスに反映します。
変数の型ごとに入力できる値の範囲を次の表に示します。

582

ビジネ

9

表 9‒5
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変数の型ごとに入力できる値の範囲

変数の型

値の範囲

numeric 型

java.lang.Double の valueOf（java.lang.String）メソッドで解釈できる値（例：+1，3.14，1e-2d）

boolean 型

true または false

string 型

任意の文字列（例：15 インチ LCD ディスプレイ）

メッセージ型※1

• XML 型の場合
任意の XML（例：<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><message>Hello</
message>）
• non-XML 型の場合※2
任意のバイナリデータ（例：Hello）
• any 型の場合※2
任意の形式

注※1
メッセージ型の変数を更新すると，XML の文字コードは必ず UTF-8 になります（UTF-8 以外の文字コードを指定
しても UTF-8 に変換されます）。
注※2
変数の型が non-XML 型および any 型の場合，値は 16 進数表記で入力してください。

変数の更新には，
［値の設定］ダイアログで更新する方法，変数ビューの入力フィールドから更新する方法，
および変数ビューの［値］セルから更新する方法があります。
変数を更新する手順を次に示します。

(1) ［値の設定］ダイアログで更新する場合
1. 変数ビューから更新する変数を右クリックし，［値の変更］を選択します。
［値の設定］ダイアログが表示されます。
［値の設定］ダイアログに表示される内容は，メッセージ型の
場合とメッセージ型以外の場合とで異なります。それぞれの場合の［値の設定］ダイアログの詳細につ
いては，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.5.3 値の設定ダイアログ」を
参照してください。
2.［値の設定］ダイアログの入力フィールドに値を入力します。
変数の型がメッセージ型の場合，［保存］ボタンをクリックすることで，入力中の変数の値をファイル
に保存できます。また，［読み込み］ボタンをクリックすることで，ファイルに保存した変数の値を入
力フィールドに読み込めます。
3.［OK］ボタンをクリックします。
入力した変数の値がビジネスプロセスに反映されます。更新した変数のセルが黄色で表示されます。

(2)

変数ビューの入力フィールドから更新する場合
1. 変数ビューから更新する変数を選択します。
変数ビューの下部の入力フィールドに，選択した変数の値が表示されます。
2. 入力フィールドに値を入力します。
3. 次のどちらかの方法で変数を更新します。
• ［Ctrl］キー＋［S］キーを押す
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• 右クリックし，［値の代入］を選択する
入力した変数の値がビジネスプロセスに反映されます。更新した変数のセルが黄色で表示されます。

(3)

変数ビューの［値］セルから更新する場合
1. 変数ビューから，更新する変数の［値］セルを選択します。
2.［値］セルに値を入力します。
3.［Enter］キーを押します。
入力した変数の値がビジネスプロセスに反映されます。更新した変数のセルが黄色で表示されます。

9.5.4

XPath の評価

分岐アクティビティや代入アクティビティに指定した条件式の妥当性を評価したり，変数の値の一部を参照
したりできます。プロセスインスタンスの処理が中断しているときに実行できます。
!

注意事項
ビジネスプロセスのデバッグで XPath を評価する場合，改行を含むデータの評価はしないでください。改行を
含むデータの評価が必要な場合は，XPath 関数の normalize-space()を使用して，改行を単一の空白に置き換え
てから評価してください。

XPath の評価の手順を次に示します。
1. Eclipse のメニューから，［ウィンドウ］−［ビューの表示］−［その他］を選択します。
［ビューの表示］ダイアログが表示されます。
2.［デバッグ］−［HCSC XPath 評価］を選択し，［OK］ボタンをクリックします。
HCSC XPath 評価ビューが表示されます。HCSC XPath 評価ビューの詳細については，マニュアル
「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.2.4 ビジネスプロセスのデバッグ画面」を参照して
ください。
3. デバッグビューで，条件式を評価するビジネスプロセスのアクティビティを選択します。
4. HCSC XPath 評価ビューの入力フィールドに XPath 式を入力し，［評価］ボタンをクリックします。
XPath 式に対する評価結果が入力フィールドの下に表示されます。

9.5.5

サービスの自動エミュレーション

サービスの自動エミュレーションの設定，および実行手順について説明します。

(1)

サービスの自動エミュレーションの設定
1. Eclipse のメニューから，［ウィンドウ］−［ビューの表示］−［その他］を選択します。
［ビューの表示］ダイアログが表示されます。
2.［デバッグ］−［HCSC 自動エミュレート］を選択し，［OK］ボタンをクリックします。
HCSC 自動エミュレートビューが表示されます。
HCSC 自動エミュレートビューの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレ
ンス」の「1.2.4 ビジネスプロセスのデバッグ画面」を参照してください。
3. HCSC 自動エミュレートビューの［追加］ボタンをクリックします。
HCSC 自動エミュレートビューのテーブルに行が追加されます。
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4.［サービス名］のセルをクリックし，ドロップダウンリストからエミュレーションしたいサービスを選
択します。
5.［オペレーション名］のセルをクリックし，ドロップダウンリストからエミュレーションしたいサービ
スのオペレーションを選択します。
6.［応答種別］のセルを選択し，ドロップダウンリストから通常応答またはフォルト応答を選択します。
7.［応答電文］のセルを選択し，［...］ボタンをクリックします。
［ファイル選択］ダイアログが表示されます。
8. 応答電文のファイルを選択し，［OK］ボタンをクリックします。※
拡張子が.xsl のファイルを指定した場合，サービス呼出アクティビティの要求電文に，指定したファイ
ルを適用した結果が応答電文として使用されます。
拡張子が.xsl 以外のファイルを指定した場合，ファイルの内容が応答電文としてそのまま使用されます。
注※
応答電文には，XML の文字コードが UTF-8 のものしか指定できません。
9. 必要に応じて，［条件］のセルを選択し，XPath 式で条件を入力します。
サービスの要求電文に対して条件式を評価した結果が真の場合に，サービスの自動エミュレーションが
実行されます。条件を入力しなかった場合は，常に真として評価されます。
10.［有効］のセルのチェックボックスをチェックします。
サービスの自動エミュレーションが設定されます。
HCSC 自動エミュレートビューの設定内容を外部ファイルに保存したい場合は，HCSC 自動エミュレート
ビューで［保存］ボタンをクリックします。
また，［読み込み］ボタンをクリックすることで，外部ファイルに保存した設定内容を取得できます。すで
に HCSC 自動エミュレートビューに設定内容がある場合は，HCSC 自動エミュレートビューの設定内容を
上書きしてもよいか確認するダイアログが表示されます。
HCSC 自動エミュレートビューに同一のサービスとオペレーションの組み合わせを複数設定した場合，優
先順位が最も高いサービスのエミュレーションが実行されます。サービスの優先順位を変更するには，変更
したい行を選択し，［上へ］ボタンまたは［下へ］ボタンをクリックします。
応答電文のファイル名を右クリックし，［ファイルの表示］を選択すると，対象のファイルを開くことがで
きます。
複数のビジネスプロセスをデバッグする場合，自動エミュレーションの設定（サービス名，オペレーション
名）は，すべてのビジネスプロセスで有効になります。
なお，自動エミュレーションの対象となるサービス呼出アクティビティに対して手動エミュレーションを実
行した場合，手動エミュレーションの実行が優先されます。

(2)

サービスの自動エミュレーションの実行
HCSC 自動エミュレートビューに設定したサービス呼出アクティビティにプロセスインスタンスの処理が
進むと，設定した応答電文がサービスの応答電文の代わりに自動的に利用されます。
XML 形式のファイルを応答電文に指定した場合，ファイルの内容がそのままサービスの応答電文としてエ
ミュレーションされます。XSL 形式のファイルを応答電文に指定した場合，サービスの要求電文にファイ
ルの内容を適用した結果がサービスの応答電文としてエミュレーションされます。
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なお，サービスの自動エミュレーションを設定していない場合は，通常のサービス呼び出しが実行されま
す。
!

注意事項
HCSC 自動エミュレートビューを閉じている場合，サービスの自動エミュレーションは実行されません。

9.5.6

サービスの手動エミュレーション

サービスの手動エミュレーションの設定，および実行手順について説明します。

(1)

サービスの手動エミュレーションの設定
1. Eclipse のメニューから，［ウィンドウ］−［ビューの表示］−［その他］を選択します。
［ビューの表示］ダイアログが表示されます。
2.［デバッグ］−［HCSC エミュレート］を選択し，［OK］ボタンをクリックします。
HCSC エミュレートビューが表示されます。
HCSC エミュレートビューの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」
の「1.2.4 ビジネスプロセスのデバッグ画面」を参照してください。
3. デバッグビューで手動エミュレーションするアクティビティを選択します。
4. HCSC エミュレートビューの［追加］ボタンをクリックします。
HCSC エミュレートビューのテーブルに行が追加されます。
5.［応答種別］のセルを選択し，ドロップダウンリストから通常応答またはフォルト応答を選択します。
6.［応答電文］のセルを選択し，［...］ボタンをクリックします。
［ファイル選択］ダイアログが表示されます。
7. 応答電文の XML ファイル（XML 形式の場合）※，または任意形式のファイル（non-XML 形式および
any 形式の場合）を選択し，［OK］ボタンをクリックします。
サービスのエミュレーションが設定されます。
注※
XML の文字コードが UTF-8 のものしか指定できません。
HCSC エミュレートビューの設定内容を外部ファイルに保存したい場合は，HCSC エミュレートビューで
［保存］ボタンをクリックします。
また，［読み込み］ボタンをクリックすることで，外部ファイルに保存した設定内容を取得できます。すで
に HCSC エミュレートビューに設定内容がある場合は，HCSC エミュレートビューの設定内容を上書きし
てもよいか確認するダイアログが表示されます。
応答電文のファイル名を右クリックし，［ファイルの表示］を選択すると，対象のファイルを開くことがで
きます。

(2)

サービスの手動エミュレーションの実行
プロセスインスタンスの処理がサービス呼出アクティビティで中断しているときに，HCSC エミュレート
ビューの［再開］ボタンまたは［ステップ実行］ボタンをクリックすると，設定した応答電文がサービスの
応答電文の代わりに利用されます。
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なお，フォルト応答をエミュレーションしてサービス呼出アクティビティからフォルト処理に移る場合，
フォルト処理でプロセスインスタンスの処理を中断させるには，フォルト処理を行うアクティビティにブ
レークポイントを設定する必要があります。
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9.6

ビジネスプロセスのデバッグの終了

デバッグを終了する手順，およびデバッグを終了したときのビジネスプロセスとアクティビティの状態につ
いて説明します。
なお，ビジネスプロセスのデバッグの終了操作は，プロセスインスタンスの処理が中断しているときに行っ
てください。プロセスインスタンスの処理状態は，デバッグビューで確認できます。
デバッグを終了する手順を次に示します。
1. デバッグビューでデバッグ中のビジネスプロセスを選択します。
2.［終了］アイコン（

）をクリックします。

ビジネスプロセスのデバッグが終了されます。
プロセスインスタンスの処理中にデバッグを終了した場合，ビジネスプロセスとアクティビティのステータ
スは，デバッグを終了する直前に実行されたトランザクションのコミット時のステータスと同じ状態となり
ます。
トランザクションのコミットのタイミングについては，「5.6
い。
!

アクティビティの定義」を参照してくださ

注意事項
ビジネスプロセスのデバッグで使用したビジネスプロセスやサービスアダプタは，デバッグの終了を行ったあと
も HCSC サーバに配備，開始した状態になります。必要に応じて，「7.6 HCSC コンポーネントを停止して
HCSC サーバから削除する処理の一括実行」の方法で HCSC コンポーネントを停止して HCSC サーバから削除
してください。
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付録 A

旧バージョンからの移行

旧バージョンの開発環境で使用していたリポジトリ情報を，バージョンアップ後も使用する場合のバージョ
ンアップ方法について説明します。
なお，バージョンアップ前に使用していたリポジトリ情報をそのまま使用して，バージョンアップ後も運用
する場合のバージョンアップ方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム システム構築・運
用ガイド」の「付録 G 旧バージョンからの移行」を参照してください。
注意
08-10 以前の開発環境で使用していたリポジトリ情報は，SOAP 1.1 モードの場合だけ移行できます。
08-50 以降は SOAP 1.1 モードおよび SOAP 1.1/1.2 併用モードの場合に移行できます。

付録 A.1

移行の対象となるバージョン

リポジトリ情報の移行の対象となる旧バージョンを次に示します。これらのバージョンのリポジトリ情報
を移行して，開発環境を 09-71 にバージョンアップできます。
• Service Architect

07-10

• Service Architect

07-20

• Service Architect

07-50

• Service Architect

07-60

• Service Architect

08-00

• Service Architect

08-10

• Service Architect

08-50

• Service Architect

08-51

• Service Architect

08-53

• Service Architect

08-70

• Service Architect

09-00

• Service Architect

09-50

• Service Architect

09-51

• Service Architect

09-60

• Service Architect

09-70

付録 A.2

旧バージョンからの移行手順

次の図に示す(1)〜(6)の手順に従って，サービスプラットフォーム（開発環境）を旧バージョンから 09-71
へ移行してください。
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旧バージョンからの移行手順

図 A-1 の(1)〜(6)の手順の詳細を次に示します。

(1)

リポジトリのエクスポート
バージョンアップ前の開発環境のリポジトリをエクスポートして，いったん退避します。複数のリポジトリ
を使用している場合，必要なリポジトリをすべてエクスポートして，退避します。
リポジトリのエクスポート方法の詳細については，
「3.2.2
ださい。

(2)

リポジトリをエクスポートする」を参照してく

HCSCTE プロジェクトの削除
HCSCTE プロジェクトをいったん削除します。
手順の詳細は，「3.1.4 プロジェクトを削除する」を参照してください。

(3)

開発環境のアンインストール
開発環境で旧バージョンのサービスプラットフォームをアンインストールします。サービスプラット
フォームのインストールディレクトリ以下のディレクトリ情報を退避したあとに，旧バージョンのサービス
プラットフォームをアンインストールすることをお勧めします。
注意
• J2EE サーバ，Management Server，PRF など実行環境の構成要素を停止してからアンインストー
ルしてください。
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• 組み込みデータベースを使用している場合，組み込みデータベースを停止してからアンインストー
ルしてください。

(4)

開発環境のインストール
開発環境で 09-71 のサービスプラットフォームをインストールしてバージョンアップします。
注意
09-71 より前のバージョンから移行する場合の注意
• 09-71 から SOAP モードのデフォルトが SOAP1.1/1.2 併用モードに変更されたため，インス
トール直後の SOAP モードは SOAP1.1/1.2 併用モードです。旧バージョンで指定した SOAP
モードと同じ SOAP モードを設定してください。SOAP モードの設定手順については「2.2.3
SOAP モードの設定」を参照してください。
• 次に示すディレクトリ配下の情報を必要に応じて退避してからインストールしてください。
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSCTE\Samples

(5)

HCSCTE プロジェクトの作成
バージョンアップした開発環境で，新たに HCSCTE プロジェクトを作成します。また，リポジトリとして
利用するディレクトリを指定します。なお，リポジトリとして利用するディレクトリには，運用環境のリポ
ジトリを指定しないでください。
手順の詳細は，「3.1.1 プロジェクトを作成する」を参照してください。
旧バージョンで外部バインディングファイルを利用していた場合は，Eclipse でファイルを指定し直す必要
があります。手順の詳細は，「付録 K 外部バインディングファイルを利用した WSDL のカスタマイズ」
を参照してください。

(6)

リポジトリのインポート
「(1)

リポジトリのエクスポート」でエクスポートしたリポジトリ情報を開発環境にインポートします。

旧バージョンのリポジトリをインポートすると，パッケージングおよび配備定義が自動で実施され，リポジ
トリ情報が今バージョンに引き継がれます。なお，パッケージングおよび配備定義が自動で実施されるの
は，旧バージョンでパッケージングおよび配備定義したサービスアダプタ，ビジネスプロセス，およびユー
ザ定義受付だけです。旧バージョンの DB アダプタは使用しないで，新規に追加してください。DB アダプ
タを新規に追加する方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ
定義編」の「3.2.5 DB アダプタを新規に追加する」を参照してください。
リポジトリのインポート方法については，「3.2.3

リポジトリをインポートする」を参照してください。

注意
07-50 より前のバージョンから移行する場合の注意
• SessionBean アダプタのユーザ定義クラスに次のファイル名が設定されているときは，警告
メッセージが表示されます。
・csmsvcadpdef.jar
・cscmsg_adpejb.jar
警告メッセージが表示された場合，サービスアダプタ定義画面で，上記のユーザ定義クラスを削
除し，ファイル名を変更してから，再度設定してください。
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• 07-50 より前のバージョンで定義したビジネスプロセスの変数で，デフォルト名前空間が指定さ
れていない電文フォーマットのスキーマファイルが設定されている場合，バージョンアップ後に
電文フォーマットファイルを登録し直してください。
07-60 以降のバージョンから移行する場合の注意
07-60 以降のバージョンから移行する場合，実行環境に配備するサービスアダプタおよびユーザ定
義受付は，開発環境にインポートして再度パッケージングしてください。サービスアダプタを再度
パッケージングしないと，メッセージ KDEC03007-E が出力されないことがあります。また，ユー
ザ定義受付を再度パッケージングしないと，メッセージ KDEC00001-E で不正な埋字が出力される
ことがあります。パッケージングの方法については，
「7.2 パッケージング」を参照してください。
08-10 より前のバージョンから移行する場合の注意
データ変換定義で，sequence 要素または choice 要素下に，出現回数が 1 回に固定されている次の
要素（コンポジタ）を定義している場合，ノードの表示が変更されるため，マッピング定義ファイ
ルで使用している XML Schema が変更されている旨のエラーメッセージが表示されます。
• sequence
• choice
エラーメッセージが表示された場合は，再度マッピング定義を起動し，変更を反映させてください。
09-50 より前のバージョンから移行する場合の注意
データ変換定義で，次に該当するスキーマを定義している場合，名前空間が変更されるため，マッ
ピング定義ファイルで使用している XML Schema が変更されている旨のエラーメッセージが表示
されます。
1. import 先で対象名前空間（targetNamespace）を定義しているスキーマを，変換元ノードに指
定している。
2. 1.の名前空間が，import または include 先を含むすべての名前空間宣言（xmlns[:prefix]）で定
義されていない。
エラーメッセージが表示された場合は，マッピング定義を再度起動し，変更を反映させてください。
09-70 より前のバージョンから移行する場合の注意
データ変換定義で，次に該当するスキーマを定義している場合，名前空間が変更されるため，マッ
ピング定義ファイルで使用している XML Schema が変更されている旨のエラーメッセージが表示
されます。
1. 1 つの名前空間 URI に対して，複数の異なる名前空間接頭辞を指定している。
エラーメッセージが表示された場合は，マッピング定義を再度起動し，変更を反映させてください。
メモリについての注意
旧バージョンのリポジトリをインポートするときは，メモリを多く必要とします。そのため，次の
手順でメモリサイズが十分かどうかを確認し，メモリが不足している場合は，メモリサイズを増や
してからリポジトリをインポートしてください。
1. Eclipse のメニューから，［ウィンドウ］−［設定］を選択します。
2. ダイアログ左側のツリービューから，［一般］を選択します。
3. ダイアログ右側の［ヒープ・ステータスを表示］チェックボックスにチェックします。
4. Eclipse のウィンドウの右下のゴミ箱アイコンを選択し，ガーベッジ・コレクターを実行します。
5. ゴミ箱アイコンの左に表示されているヒープ・サイズを確認します。
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6. 未使用のヒープ・サイズが不足している場合，eclipse.ini を編集し，メモリサイズ（-Xmx の
値）を大きくします。eclipse.ini の編集については，マニュアル「アプリケーションサーバ ア
プリケーション開発ガイド」の「付録 B.1 インストール」を参照してください。
開発環境にインポートしたリポジトリ情報を使用して実際に運用する場合，このリポジトリ情報を開発環境
から運用環境にエクスポートし，運用環境から HCSC コンポーネントを配備します。

付録 A.3

旧バージョンで開発環境と運用環境のリポジトリを共有して
いた場合の移行手順

バージョン 07-60 以降では，開発環境と運用環境で同じリポジトリを共有できません。開発環境と運用環
境で同じリポジトリを共有していた場合，次の図に示す(1)〜(6)の手順に従って，サービスプラットフォー
ムを旧バージョンから 09-71 へ移行してください。
図 A‒2

旧バージョンからの移行手順（開発環境と運用環境のリポジトリを共有していた場合）

図 A-2 の(1)〜(6)の手順の詳細を次に示します。
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(1)

旧バージョンからの移行

リポジトリのエクスポート（運用環境）
cscrepctl コマンド（-export オプション）を運用環境で実行して，バージョンアップ前のリポジトリをエ
クスポートします。複数のリポジトリを使用している場合，必要なリポジトリをすべてエクスポートして，
退避します。

(2)

HCSCTE プロジェクトの削除（開発環境）
HCSCTE プロジェクトをいったん削除します。
手順の詳細は，「3.1.4 プロジェクトを削除する」を参照してください。

(3)

各環境のアンインストール
開発環境，運用環境で旧バージョンのサービスプラットフォームをアンインストールします。サービスプ
ラットフォームのインストールディレクトリ以下のディレクトリ情報を退避したあとに，旧バージョンの
サービスプラットフォームをアンインストールすることをお勧めします。
注意
• J2EE サーバ，Management Server，PRF など実行環境の構成要素を停止してからアンインストー
ルしてください。

• 組み込みデータベースを使用している場合，組み込みデータベースを停止してからアンインストー
ルしてください。
• HCSC サーバをアンセットアップしたあとに，リポジトリルート配下を削除してください。

(4) 各環境のインストール
開発環境，運用環境で 09-71 のサービスプラットフォームをインストールしてバージョンアップします。

(5)

HCSCTE プロジェクトの作成（開発環境）
バージョンアップした開発環境で，新たに HCSCTE プロジェクトを作成します。また，リポジトリとして
利用するディレクトリを指定します。なお，リポジトリとして利用するディレクトリには，運用環境のリポ
ジトリを指定しないでください。
手順の詳細は，「3.1.1 プロジェクトを作成する」を参照してください。

(6)

リポジトリのインポート（開発環境）
「(1) リポジトリのエクスポート（運用環境）」でエクスポートしたリポジトリ情報を開発環境にインポー
トします。
旧バージョンのリポジトリをインポートすると，パッケージングおよび配備定義が自動で実施され，リポジ
トリ情報が今バージョンに引き継がれます。なお，パッケージングおよび配備定義が自動で実施されるの
は，旧バージョンでパッケージングおよび配備定義した HCSC コンポーネントだけです。
リポジトリのインポート方法については，「3.2.3

リポジトリをインポートする」を参照してください。

注意
07-50 より前のバージョンから移行する場合の注意
SessionBean アダプタのユーザ定義クラスに次のファイル名が設定されているときは，警告メッ
セージが表示されます。
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• csmsvcadpdef.jar
• cscmsg_adpejb.jar
警告メッセージが表示された場合，サービスアダプタ定義画面で，上記のユーザ定義クラスを削除
し，ファイル名を変更してから，再度設定してください。
08-10 より前のバージョンから移行する場合の注意
データ変換定義で，sequence 要素または choice 要素下に，出現回数が 1 回に固定されている次の
要素（コンポジタ）を定義している場合，ノードの表示が変更されるため，マッピング定義ファイ
ルで使用している XML Schema が変更されている旨のエラーメッセージが表示されます。
• sequence
• choice
エラーメッセージが表示された場合は，再度マッピング定義を起動し，変更を反映させてください。
09-50 より前のバージョンから移行する場合の注意
データ変換定義で，次に該当するスキーマを定義している場合，名前空間が変更されるため，マッ
ピング定義ファイルで使用している XML Schema が変更されている旨のエラーメッセージが表示
されます。
1. import 先で対象名前空間（targetNamespace）を定義しているスキーマを，変換元ノードに指
定している。

2. 1.の名前空間が，import または include 先を含むすべての名前空間宣言（xmlns[:prefix]）で定
義されていない。
エラーメッセージが表示された場合は，マッピング定義を再度起動し，変更を反映させてください。
09-70 より前のバージョンから移行する場合の注意
データ変換定義で，次に該当するスキーマを定義している場合，名前空間が変更されるため，マッ
ピング定義ファイルで使用している XML Schema が変更されている旨のエラーメッセージが表示
されます。
1. 1 つの名前空間 URI に対して，複数の異なる名前空間接頭辞を指定している。
エラーメッセージが表示された場合は，マッピング定義を再度起動し，変更を反映させてください。
メモリについての注意
旧バージョンのリポジトリをインポートするときは，メモリを多く必要とします。そのため，次の
手順でメモリサイズが十分かどうかを確認し，メモリが不足している場合は，メモリサイズを増や
してからリポジトリをインポートしてください。
1. Eclipse のメニューから，［ウィンドウ］−［設定］を選択します。
2. ダイアログ左側のツリービューから，［一般］を選択します。
3. ダイアログ右側の［ヒープ・ステータスを表示］チェックボックスにチェックします。
4. Eclipse のウィンドウの右下のゴミ箱アイコンを選択し，ガーベッジ・コレクターを実行します。
5. ゴミ箱アイコンの左に表示されているヒープ・サイズを確認します。
6. 未使用のヒープ・サイズが不足している場合，eclipse.ini を編集し，メモリサイズ（-Xmx の
値）を大きくします。eclipse.ini の編集については，マニュアル「アプリケーションサーバ ア
プリケーション開発ガイド」の「付録 B.1 インストール」を参照してください。
開発環境にインポートしたリポジトリ情報を使用して実際に運用する場合，このリポジトリ情報を開発環境
から運用環境にエクスポートし，運用環境から HCSC コンポーネントを配備します。
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評価版からの移行

Service Architect の評価版を使用していた場合，評価版の運用環境のリポジトリ情報を製品版の運用環境
に移行できます。
!

注意事項
プロセスインスタンスの実行履歴の情報は移行できません。

評価版から製品版への移行の流れを次の図に示します。
図 B‒1

(1)

評価版からの移行の流れ

リポジトリのエクスポート
評価版の運用環境のリポジトリをエクスポートして，いったん退避します。複数のリポジトリを使用してい
る場合，必要なリポジトリをすべてエクスポートして，退避します。
1. 次のコマンドを入力します。

cscrepctl -user admin -pass admin -export <エクスポートするリポジトリのファイル名（拡張子：.zip）>

cscrepctl コマンドの詳細については，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「cscrepctl
（インポート/エクスポート）」を参照してください。

(2)

テスト環境のアンセットアップ
評価版の開発環境で構築したテスト環境をアンセットアップします。
テスト環境のアンセットアップ手順については，「2.4.2(2)
ください。

テスト環境のアンセットアップ」を参照して
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(3)

評価版からの移行

製品版の上書きインストール
Service Architect の製品版を上書きインストールします。
注意
• J2EE サーバ，Management Server，PRF など実行環境の構成要素を停止してから上書きインス
トールしてください。
• 組み込みデータベースを使用している場合，組み込みデータベースを停止してから上書きインス
トールしてください。

(4) テスト環境のセットアップ
開発環境でテスト環境を構築します。
手順の詳細は，「2.4.2(1)

テスト環境のセットアップ」を参照してください。

なお，HCSC 簡易セットアップ画面（［メイン］タブ）では，評価版のテスト環境のセットアップ時に指定
した SOAP モード（SOAP 1.1 モードまたは SOAP 1.1/1.2 併用モード）と同じ SOAP モードを選択し
てください。異なる SOAP モードを選択した場合，正常に動作しないおそれがあります。

(5)

リポジトリのインポート
エクスポートしたリポジトリ情報を運用環境にインポートします。
1. 次のコマンドを入力します。

cscrepctl -user admin -pass admin -import <インポートするリポジトリのファイル名（拡張子：.zip）>

インポートしたリポジトリ情報を使用して開発する場合，このリポジトリ情報を開発環境にインポートしま
す。
開発環境にリポジトリをインポートする手順については，
「3.2.3
てください。

(6)

リポジトリをインポートする」を参照し

HCSC コンポーネントの配備・開始
HCSC サーバを起動して，インポートした HCSC コンポーネントを配備・開始します。
1. 次のコマンドを入力して，HCSC サーバを起動します。

cscsvstart -user admin -pass admin -system

2. 次のコマンドを入力して，HCSC サーバに HCSC コンポーネントを配備します。
csccompodeploy -user admin -pass admin -csc MyCSC -all

3. 次のコマンドを入力して，配備した HCSC コンポーネントを起動します。
csccompostart -user admin -pass admin -csc MyCSC -all

4. 次のコマンドを入力して，標準受付を開始します。
cscrcptnstart -user admin -pass admin -csc MyCSC
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上流設計ツールを利用したシステムの開発

サービスプラットフォームの開発環境は，BPEL をサポートした上流設計ツールと連携してビジネスプロセ
スを開発できます。上流設計ツールの多くは，BPMN などのわかりやすいフロー表記法をサポートしてい
るため，システム開発の上流工程で顧客を交えてビジネスプロセスを検討できるといった特長があります。
ここでは，上流設計ツールとサービスプラットフォームを組み合わせてシステムを開発する方法について説
明します。

付録 C.1 上流設計ツールを利用したシステム開発の概要
上流設計ツールとサービスプラットフォームを組み合わせた場合のシステム開発の流れと，成果物のイメー
ジを次の図に示します。
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図 C‒1 上流設計ツールとサービスプラットフォームを組み合わせたシステム開発

SOA に基づいたシステムの開発は，ビジネスプロセス開発とサービス開発の 2 つから成り，それぞれの成
果物をドリルダウンしながら並行に作業を進めます。
各開発の作業手順とその内容を次の表に示します。
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表 C‒1

上流設計ツールを利用したシステムの開発

ビジネスプロセス開発とサービス開発の開発手順と作業内容

手
順

ビジネスプロセス開発の作業

1

●ビジネスプロセスの概要設計（顧客向け）

●サービスの抽出

システム化する業務の内容や範囲を顧客と検討するため，業
務の基本フローをハイレベル・ビジネスプロセス，およびミ
ドルレベル・ビジネスプロセスとして作成します。

ビジネスプロセス設計と並行して，業務を処理する
サービスの粒度を検討します。

●ビジネスプロセスの概要設計（開発向け）

●サービスの概要設計

ビジネスプロセスを詳細化し，ローレベル・ビジネスプロセ
スにします。詳細化では，再利用性や可読性を考慮したフ
ローの階層化や，業務例外への対応，コメントの追加などを

サービスのインターフェース（サービスが公開するオ
ペレーションの一覧）を決定し，概要 WSDL を作成し
ます。

●ビジネスプロセスの詳細化（開発向け）

●サービスの詳細設計

サービスの抽出および概要設計の結果を受けて，ビジネスプ
ロセスにメッセージ定義やメッセージ変換の処理を追加しま
す。また，実際に動かすことを想定したシステム例外への対
応処理なども追加します。

サービスのオペレーションが使用するメッセージの構
造やサービスの処理方式を決定し，実装します。

2

します。
3

サービス開発の作業

上流設計ツールとサービスプラットフォームを組み合わせてシステムを開発する場合，手順 1 および手順
2 の範囲で上流設計ツールを使用し，手順 3 からサービスプラットフォームの開発環境を使用します。上流
設計ツールから開発環境への設計の引き継ぎは，BPEL ファイルを通して行います。

付録 C.2

上流設計ツールを利用したシステム開発の流れ

上流設計ツールを利用したシステム開発の流れを次の図に示します。
「付録 D 上流設計ツールを利用した
システムの開発例」では，この流れに沿ってサンプルプログラムを開発します。
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図 C‒2 上流設計ツールを利用したシステム開発の流れ

(1)

ビジネスプロセスの概要の設計
上流設計ツールでハイレベル・ビジネスプロセスを作成します。ハイレベル・ビジネスプロセスに対して顧
客と検討を繰り返し，より具体化したミドルレベル・ビジネスプロセスにします。

(2) サービスの概要インターフェースの検討
ミドルレベル・ビジネスプロセスの検討が終わったら，サービスの概要インターフェースを検討します。ま
た，検討した結果を基に概要 WSDL を作成します。

(3)

ビジネスプロセスの詳細化
ビジネスプロセスを詳細化し，ローレベル・ビジネスプロセスにします。サービスプラットフォームに最適
なビジネスプロセスとして設計するため，「付録 C.3 上流設計ツール利用時の前提事項」に従ってフロー
を設計してください。
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(4)

上流設計ツールを利用したシステムの開発

ビジネスプロセスの出力
上流設計ツールで設計したビジネスプロセスを BPEL ファイル形式で出力します。このとき，ビジネスプ
ロセスと連携するサービスの WSDL も一緒にまとめておきます。

(5)

サービスの詳細インターフェースの検討
これまでに検討した仕様を踏まえて，各サービスのオペレーションのメッセージ構造を検討します。また，
検討した結果を基に，概要 WSDL にメッセージ構造の宣言を追加します。

(6)

サービスアダプタの作成
サービスプラットフォームの開発環境で，WSDL からサービスアダプタを作成します。サービスの名前は，
WSDL に記載されたポートタイプ（portType）属性と同じにします。サービスアダプタを作成する方法に
ついては，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「3.2 サービ
スアダプタの追加」を参照してください。

(7)

ビジネスプロセスのインポート
サービスプラットフォームの開発環境で，
「(4) ビジネスプロセスの出力」で出力した BPEL ファイルをビ
ジネスプロセスとしてインポートします。インポートする方法については，
「5.2.1 ビジネスプロセスを新
規に追加する」を参照してください。

(8) ユーザ定義受付の追加
ビジネスプロセスにユーザ定義受付を追加します。ユーザ定義受付を追加する方法については，マニュアル
「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「2.2.2 SOAP 受付の追加」を参照し
てください。

(9)

メッセージのスキーマの登録
ビジネスプロセスで使用するメッセージ（変数）のスキーマ（構造）を登録します。

(10)

メッセージ変換とシステム例外処理の追加
必要に応じて，ビジネスプロセスにメッセージ変換処理，システム例外の対応処理などを追加します。

付録 C.3

上流設計ツール利用時の前提事項

サービスプラットフォーム用のビジネスプロセスを設計するときの前提事項（上流設計ツールを使うときの
注意点）について説明します。

(1)
(a)

ビジネスプロセス全体に関する前提事項
インスタンス補正の設定
サービスプラットフォームはインスタンス補正を行いません。上流設計ツールでビジネスプロセスのイン
スタンス補正を設定できる場合は，「補正無し」を指定してください。設定できない場合は，インスタンス
補正されないことを前提にフローを設計してください。
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(b) 抽象プロセスの指定
サービスプラットフォームは，実行可能な実装レベルのビジネスプロセスだけ扱うことができます。上流設
計ツールでビジネスプロセスを抽象プロセスとして設定できる場合は，「抽象プロセス」として指定しない
でください。
(c)

joinFailure フォルトの抑止
サービスプラットフォームは，joinFailure フォルトを常に抑止して動作します。上流設計ツールで
joinFailure フォルトの抑止を設定できる場合は，「抑止する」を指定してください。設定できない場合は，
joinFailure フォルトが抑止されることを前提にフローを設計してください。

(2) アクティビティに関する前提事項
(a)

未サポート要素および属性の使用
BPEL インポート機能がサポートしない BPEL の要素，および属性は使用しないでください。サポートして
いない要素や属性は，取り込みのスキップ，またはほかの要素へ置き換えられるため，意図しないフローに
変わることがあります。BPEL インポート機能のサポート状況については，「付録 E 上流設計ツールとの
連携で使用する BPEL のサポート範囲」を参照してください。
また，上流設計ツールの各要素（BPMN 要素）や設定項目と，BPEL の各要素や属性との対応については，
BPMN 仕様または上流設計ツールのマニュアルを参照してください。

(b)

補償ハンドラの使用
BPEL インポート機能は，compensationHandler 要素をサポートしていません。BPMN を利用した上流
設計ツールで補償マーカを使用すると，compensationHandler 要素として BPEL に出力されることがあ
るため，補償マーカを使用しないで設計することを推奨します。補償マーカを使用しないで同等の設計をす
る例を示します。
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補償マーカを使用しないで設計する場合の例

サービス名の文字種
サービスプラットフォームは，ビジネスプロセスと連携するサービスの名前に NCName だけ使用できま
す。上流設計ツールでサービスの名前（BPMN では Interface 属性）を設定する場合は，NCName で値
を指定してください。NCName 以外の文字が使用されている場合，情報の取り込みが一部スキップされま
す。

(d)

メッセージの部分指定
上流設計ツールではメッセージの部分指定をしないでください。メッセージの部分指定は，メッセージの構
造が確定する必要があるため，開発環境にビジネスプロセス定義を取り込んだあとで指定します。BPEL の
assign アクティビティなどに部分指定（part）属性を指定した場合，BPEL インポート機能によって指定
が無視されます。
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メッセージに関する前提事項
メッセージタイプの指定
上流設計ツールではメッセージの構造を指定しないでください。メッセージの構造は，サービスのインター
フェースが確定する必要があるため，開発環境にビジネスプロセスを取り込んだあとで指定します。BPEL
にメッセージタイプ（messageType）属性を指定した場合，string 型の変数に置き換えて取り込まれま
す。

(b)

タイプの指定
メッセージが基本型（構造を持たない）の場合は，XML スキーマの名前空間（http://www.w3.org/2001/
XMLSchema）に属する型を指定してください。BPEL のタイプ（type）属性にそのほかの型を指定した
場合，互換性があると推測される型に置き換えて取り込まれます。

付録 C.4

上流設計ツール利用時のトラブルシューティング

上流設計ツールで作成した BPEL ファイルをインポートするときに表示されるメッセージについて，メッ
セージの詳細と解決方法を説明します。
ここで説明するメッセージの形式を次に示します。

メッセージテキスト
メッセージの説明
出力条件
メッセージの出力条件
対処方法
メッセージの対策および補足事項
メッセージテキスト
サービスプラットフォームが出力したメッセージテキストを示します。
[

]で囲まれた部分は XPath で，{ }で囲まれた部分は値で表示されます。

メッセージの説明
メッセージテキストに対する補足説明を示します。
出力条件
メッセージが出力される条件を示します。
対処方法
メッセージが出力された場合の対処方法，または対処に関する補足事項を示します。
定義される BPEL の要素ごとに，出力されるメッセージを示します。

(1)

プロセス

要素[process]の属性 targetNamespace はサポートしていないため反映されません。
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サービスプラットフォームでは，常にシステム予約の固定値を targetNamespace 属性値として使用しま
す。targetNamespace 属性値を指定しても，BPEL ファイルのインポート時にシステム予約の固定値に置
き換えられます。
出力条件
targetNamespace 属性が定義されている場合
対処方法
ビジネスプロセスの実行には影響しません。特に対処の必要はありません。

要素[process]の属性 enableInstanceCompensation はサポートしていないため反映されません。
サービスプラットフォームでは，enableInstanceCompensation 属性（インスタンス補正）はサポートし
ていません。そのため，常に enableInstanceCompensation 属性に「no」を指定した場合と同じ動作に
なります。
なお，BPEL1.1 の場合，enableInstanceCompensation 属性のデフォルト値は「no」です。BPEL2.0 の
場合，enableInstanceCompensation 属性は指定できません。
出力条件
enableInstanceCompensation 属性が定義されている場合
対処方法
このメッセージが出力された場合，BPEL ファイルの enableInstanceCompensation 属性の指定を確
認し，次の観点で対処してください。
• enableInstanceCompensation 属性に「no」を指定している場合
サービスプラットフォームと同じ動作になります。特に対処の必要はありません。
• enableInstanceCompensation 属性に「yes」を指定している場合
BPEL ファイルのインポート時に，enableInstanceCompensation 属性の指定は「no」に置き換え
られます。そのため，インスタンス補正を前提にフローを設計している場合は，ビジネスプロセス
の実行結果に差異が生じるおそれがあります。インポートしたビジネスプロセスをビジネスプロセ
スエディタで開いて，ビジネスプロセスが意図した内容に定義されているか見直してください。
インスタンス補正の内容はベンダーに依存します。インスタンス補正を前提にビジネスプロセスを作
成した場合，実行時の互換性が保証できないことがあります。
そのため，上流設計の段階から enableInstanceCompensation 属性は指定しないか，または「no」を
指定して設計してください。

要素[process]の属性 abstractProcess はサポートしていないため反映されません。
サービスプラットフォームでは，abstractProcess 属性はサポートしていません。サービスプラットフォー
ムは，実行可能な実装レベルのビジネスプロセスを対象としています。そのため，常に abstractProcess
属性に「no」を指定した場合と同じ動作になります。
なお，BPEL1.1 の場合，abstractProcess 属性のデフォルト値は「no」です。BPEL2.0 の場合，
abstractProcess 属性は指定できません。
出力条件
abstractProcess 属性が定義されている場合
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対処方法
このメッセージが出力された場合，BPEL ファイルの abstractProcess 属性の指定を確認し，次の観点
で対処してください。
• abstractProcess 属性に「no」を指定している場合
サービスプラットフォームと同じ動作になります。特に対処の必要はありません。
• abstractProcess 属性に「yes」を指定している場合
実行不可能な抽象レベルのビジネスプロセスであるおそれがあります。インポートしたビジネスプ
ロセスをビジネスプロセスエディタで開いて，ビジネスプロセス定義を見直してください。

(2)

パートナーリンク

要素[partnerLinks]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合は、それら
も反映されません。
サービスプラットフォームでは，partnerLinks 属性はサポートしていません。BPEL ファイルのインポー
トでは，ビジネスプロセスと外部サービスの関係を表す partnerLinks 要素は取り込みません。
出力条件
partnerLinks 要素が定義されている場合
対処方法
ビジネスプロセスの実行には影響しません。特に対処の必要はありません。
サービスプラットフォームでは，BPEL ファイルのパートナーリンク情報はユーザ定義受付およびサー
ビスアダプタに相当します。
必要に応じて，BPEL ファイルとセットになった WSDL ファイルからユーザ定義受付やサービスアダ
プタを作成してください。
次に示すメッセージの対処方法も合わせて参照してください。
• 参照先：(5) アクティビティ（receive）
要素[receive]の属性 partnerLink はサポートしていないため反映されません。
• 参照先：(6)

アクティビティ（reply）

要素[reply]の属性 partnerLink はサポートしていないため反映されません。
• 参照先：(8) アクティビティ（invoke）
要素[invoke]の属性 partnerLink はサポートしていないため反映されません。

(3)

変数・相関セット（変数）

変数{変数名}は string 型に置き換えました。変数の種別を XML に変更し、電文フォーマットを登録してください。
BPEL ファイルのインポートでは，構造を持ったメッセージは変数として取り込みません。
上流設計ツールではメッセージ（変数）の名前だけを指定し，詳細設計に入ってからメッセージの構造を定
義してください。
出力条件
variable 要素の messageType 属性が定義されている場合
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対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタで変数の種別を XML に変更し，
スキーマファイルを指定してください。

変数{変数名}の型{変更前の変数の型}は名前空間"http://www.w3.org/2001/XMLSchema"に属している必要が
あります。{変更後の変数の型}型として反映されますが、問題ないか確認してください。
XML スキーマの名前空間で定義されていない型が変数に指定されています。互換性があると推測される型
に置き換えて，変数を取り込みました。
出力条件
XML スキーマの名前空間で定義されていない型が変数に指定されている場合
対処方法
置き換えられた変数の型がビジネスプロセスに影響ないか確認してください。必要に応じて，BPEL
ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタで変数の型を見直してください。

(4)

変数・相関セット（相関セット）

要素[correlationSets]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合は、それ
らも反映されません。
BPEL ファイルのインポートでは，相関セットを定義した correlationSets 要素は取り込みません。
上流設計ツールでは相関セットを定義しないでください。
出力条件
correlationSets 要素が定義されている場合
対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタで相関セットを定義し直してくだ
さい。

(5)

アクティビティ（receive）

要素[receive]の属性 partnerLink はサポートしていないため反映されません。
BPEL ファイルのインポートでは，partnerLink 属性は取り込みません。
出力条件
partnerLink 属性が定義されている場合
対処方法
標準受付を使う範囲では特に気にする必要はありません。
receive 要素の partnerLink 属性はサービスプラットフォームではユーザ定義受付に相当します。
必要に応じて，BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスの WSDL ファイルからユー
ザ定義受付を作成してください。
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要素[receive]の属性 portType はサポートしていないため反映されません。
BPEL ファイルのインポートでは，portType 属性は取り込みません。
出力条件
portType 属性が定義されている場合
対処方法
portType 属性は BPEL ファイルと WSDL ファイルの可読性のために指定する属性です。ビジネスプ
ロセスの実行には影響しません。特に対処の必要はありません。

アクティビティ[receive]のオペレーション名は重複しているため{オペレーション名}に置き換えました。
異なる portType 属性値を持つ複数の receive 要素に，同じオペレーション名が指定されています。重複し
ないように，BPEL ファイルのインポート時にオペレーション名を置き換えて取り込みました。
出力条件
異なる portType 属性値を持つ複数の receive 要素に同じオペレーション名が指定されている場合
対処方法
ビジネスプロセスの実行には影響しません。特に対処の必要はありません。ただし，ビジネスプロセス
の WSDL と一致しなくなるおそれがあるため，必要に応じてビジネスプロセスエディタでオペレー
ション名を変更してください。

receive アクティビティ[receive]は portType と operation が同一のものが既に存在するため、無操作アクティビ
ティに置き換えました。
同じ portType 属性値を持つ複数の receive 要素に，同じオペレーション名が指定されています。BPEL
ファイルのインポート時に，2 つ目以降の receive 要素を無操作アクティビティに置き換えて取り込みまし
た。
出力条件
同じ portType 属性値を持つ複数の receive 要素に同じオペレーション名が指定されている場合
対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，無操作アクティビティを適切な受付アクティビティとして再
定義してください。

要素[receive]の属性[createInstance]に指定されている値"no"を"yes"に置き換えました。
BPEL ファイルのインポートでは，receive 要素の createInstance 属性は常に「yes」として取り込みま
す。
出力条件
• createInstance 属性が指定されていない場合
• createInstance 属性に「no」が指定されている場合
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対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，受付アクティビティのインスタンス生成を指定し直してくだ
さい。

要素[correlations]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合は、それら
も反映されません。
BPEL ファイルのインポートでは，相関セットを指定した correlations 要素は取り込みません。上流設計
ツールでは相関セットを指定しないでください。
出力条件
correlations 要素が定義されている場合
対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタで相関セットを指定してください。

(6)

アクティビティ（reply）

要素[reply]の属性 partnerLink はサポートしていないため反映されません。
BPEL ファイルのインポートでは，partnerLink 属性は取り込みません。
出力条件
partnerLink 属性が定義されている場合
対処方法
サービスプラットフォームでは，reply 要素の partnerLink 属性はユーザ定義受付に相当します。
必要であれば，BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスの WSDL ファイルからユー
ザ定義受付を作成してください。

要素[reply]の属性 portType はサポートしていないため反映されません。
BPEL ファイルのインポートでは，portType 属性は取り込みません。
出力条件
portType 属性が定義されている場合
対処方法
portType 属性は BPEL ファイルと WSDL ファイルの可読性のために指定する属性です。ビジネスプ
ロセスの実行には影響しません。特に対処の必要はありません。

要素[reply]の属性 faultName に指定されている値{名前空間}:{ローカル名}を{ローカル名}に置き換えました。
サービスプラットフォームでは，デフォルトではフォルトの名前空間をサポートしていません。
BPEL ファイルにフォルトの名前空間が指定されている場合は，ローカル名だけ取り込みます。
出力条件
faultName 属性値に名前空間指定がある場合
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対処方法
標準受付を使用する場合，フォルト電文はローカル名だけ保持します。
ユーザ定義受付を使用する場合，フォルト電文は名前空間とローカル名の両方を保持します。
必要に応じて，フォルト電文がビジネスプロセスのインターフェースに従うように，ビジネスプロセス
の WSDL ファイルからユーザ定義受付を作成してください。

アクティビティ[reply]のオペレーション名は重複しているため{オペレーション名}に置き換えました。
異なる portType 属性値を持つ複数の reply 要素に，同じオペレーション名が指定されています。重複しな
いように，BPEL ファイルのインポート時にオペレーション名を置き換えて取り込みました。
出力条件
異なる portType 属性値を持つ複数の reply 要素に同じオペレーション名が指定されている場合
対処方法
ビジネスプロセスの実行には影響しません。特に対処の必要はありません。ただし，ビジネスプロセス
の WSDL と一致しなくなるおそれがあるため，必要に応じてビジネスプロセスエディタでオペレー
ション名を変更してください。

要素[correlations]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合は、それら
も反映されません。
BPEL ファイルのインポートでは，相関セットを指定した correlations 要素は取り込みません。上流設計
ツールでは相関セットを指定しないでください。
出力条件
correlations 要素が定義されている場合
対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタで相関セットを指定してください。

(7)

アクティビティ（assign）

要素[assign/copy/from]の属性 part はサポートしていないため反映されません。
BPEL ファイルのインポートでは，part 属性は取り込みません。
上流設計ツールではメッセージ（変数）の名前だけを指定し，詳細設計に入ってからメッセージの構造を定
義してください。
出力条件
part 属性が定義されている場合
対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでメッセージの構造定義および部
分指定をしてください。

要素[assign/copy/to]の属性 part はサポートしていないため反映されません。
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BPEL ファイルのインポートでは，part 属性は取り込みません。
上流設計ツールではメッセージ（変数）の名前だけを指定し，詳細設計に入ってからメッセージの構造を定
義してください。
出力条件
part 属性が定義されている場合
対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでメッセージの構造定義および部
分指定をしてください。

assign アクティビティ[assign]の copy 要素は、copy/from に定義されている属性がサポートしていない形式で
あるため反映されません。
assign アクティビティの copy 要素を取り込む場合，copy/from 要素の属性が取り込み可能な組み合わせ
に定義されている必要があります。
取り込み可能な組み合わせについては，「付録 E
囲」を参照してください。

上流設計ツールとの連携で使用する BPEL のサポート範

出力条件
copy/from 要素の属性が取り込みできない組み合わせで定義されている場合
対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，assign アクティビティの代入設定を定義し直してください。

assign アクティビティ[assign]の to 要素は、copy/to に定義されている属性がサポートしていない形式であるた
め反映されません。
assign アクティビティの to 要素を取り込む場合，copy/to 要素の属性が取り込み可能な組み合わせに定義
されている必要があります。
取り込み可能な組み合わせについては，「付録 E 上流設計ツールとの連携で使用する BPEL のサポート範
囲」を参照してください。
出力条件
copy/to 要素の属性が取り込みできない組み合わせで定義されている場合
対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，assign アクティビティの代入設定を定義し直してください。

(8) アクティビティ（invoke）

要素[invoke]の属性 partnerLink はサポートしていないため反映されません。
BPEL ファイルのインポートでは，partnerLink 属性は取り込みません。
出力条件
partnerLink 属性が定義されている場合
対処方法
サービスプラットフォームでは，invoke 要素の partnerLink 属性はサービスアダプタに相当します。
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すでに partnerLink 属性に対応するサービスアダプタを作成している場合は，特に対処の必要はありま
せん。

リポジトリ内に該当するサービスまたはオペレーションが存在しないため、invoke アクティビティ[invoke]の
portType に指定されているサービス名{サービス名}は反映されません。
portType 属性および operation 属性に対応するサービスアダプタがリポジトリにない場合，portType 属
性は取り込みません。
出力条件
• portType 属性に対応するサービスアダプタがリポジトリに存在しない場合
• portType 属性に対応するサービスアダプタが operation 属性に対応するオペレーションを持たな
い場合
対処方法
対応するサービスアダプタを作成し，呼出アクティビティのサービス名を再設定してください。

リポジトリ内に該当するサービスまたはオペレーションが存在しないため、invoke アクティビティ[invoke]の
operation に指定されているオペレーション名{オペレーション名}は反映されません。
portType 属性および operation 属性に対応するサービスアダプタがリポジトリにない場合，operation 属
性は取り込みません。
出力条件
• portType 属性に対応するサービスアダプタがリポジトリに存在しない場合
• portType 属性に対応するサービスアダプタが operation 属性に対応するオペレーションを持たな
い場合
対処方法
対応するサービスアダプタを作成し，呼出アクティビティのオペレーション名を再設定してください。

invoke アクティビティ[invoke]に指定されている属性 inputVariable の値{変数名}はリポジトリ内に対応するオ
ペレーション{オペレーション名}が存在しないため反映されません。
portType 属性および operation 属性に対応するサービスアダプタがリポジトリにない場合，
inputVariable 属性は取り込みません。
出力条件
• portType 属性に対応するサービスアダプタがリポジトリに存在しない場合
• portType 属性に対応するサービスアダプタが operation 属性に対応するオペレーションを持たな
い場合
対処方法
対応するサービスアダプタを作成し，呼出アクティビティの要求電文用割当変数を再設定してくださ
い。
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invoke アクティビティ[invoke]に指定されている属性 outputVariable の値{変数名}はリポジトリ内に対応する
オペレーション{オペレーション名}が存在しないため反映されません。
portType 属性および operation 属性に対応するサービスアダプタがリポジトリにない場合，
outputVariable 属性は取り込みません。
出力条件
• portType 属性に対応するサービスアダプタがリポジトリに存在しない場合
• portType 属性に対応するサービスアダプタが operation 属性に対応するオペレーションを持たな
い場合
対処方法
対応するサービスアダプタを作成し，呼出アクティビティの応答電文用割当変数を再設定してくださ
い。

invoke アクティビティ[invoke]に指定されている属性 outputVariable の値{変数名}はリポジトリ内のサービス
{サービス名}のオペレーション{オペレーション名}が非同期のため反映されません。

呼び出し先サービスのオペレーションの通信方法が非同期の場合，応答電文は必要ないため，
outputVariable 属性は取り込みません。
出力条件
呼び出し先サービスのオペレーションの通信方法が非同期で，outputVariable 属性が定義されている
場合
対処方法
入力に使用した BPEL ファイルと WSDL ファイルの整合性が取れていないおそれがあります。オペ
レーションの通信方法が非同期で問題ないか確認してください。

要素[invoke/catch]の属性 faultName はサポートしていないため反映されません。
サービスプラットフォームでは，faultName 属性を使用したフォルトの捕捉はサポートしていません。
出力条件
faultName 属性が定義されている場合
対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでフォルトの捕捉を再設定してく
ださい。

要素[invoke/catch]の属性 faultMessageType はサポートしていないため反映されません。
サービスプラットフォームでは，faultMessageType 属性を使用したフォルトの捕捉はサポートしていま
せん。
出力条件
faultMessageType 属性が定義されている場合
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対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでフォルトの捕捉を再設定してく
ださい。

要素[invoke/catch]の属性 faultElement はサポートしていないため反映されません。
サービスプラットフォームでは，faultElement 属性を使用したフォルトの捕捉はサポートしていません。
出力条件
faultElement 属性が定義されている場合
対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでフォルトの捕捉を再設定してく
ださい。

要素[correlations]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合は、それら
も反映されません。
BPEL ファイルのインポートでは，相関セットを指定した correlations 要素は取り込みません。
上流設計ツールでは相関セットを指定しないでください。
出力条件
correlations 要素が定義されている場合
対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタで相関セットを指定してください。

(9)

アクティビティ（flow）

要素[flow/links]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合は、それらも
反映されません。
BPEL ファイルのインポートでは，リンクを指定した links 要素は取り込みません。
上流設計ツールではリンクを指定しないでください。
出力条件
links 要素が定義されている場合
対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでリンクを指定してください。

(10)

アクティビティ（throw）

要素[throw]の属性 faultName はサポートしていないため反映されません。
サービスプラットフォームでは，faultName 属性を使用したフォルトの送出をサポートしていません。
出力条件
faultName 属性が定義されている場合
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対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでフォルトの送出を設定してくだ
さい。

(11)

アクティビティ（全般）

アクティビティ[someElement]の名称は重複しているため{新しい名称}に置き換えました。
サービスプラットフォームでは，アクティビティの名前（name 属性）を重複して指定できません。
BPEL ファイルのインポート時にアクティビティの名前が重複している場合，アクティビティの名前の末尾
に数値を追加して取り込みます。数値は 1 から順番に指定されます。
出力条件
アクティビティの名前（name 属性）が重複している場合
対処方法
アクティビティの名前は運用環境の実行履歴や実行環境のログ出力に使用されます。必要に応じて，ア
クティビティの名前を変更してください。

要素[someElement]はサポートしていないため無操作アクティビティに置き換えました。また配下に属性や要素
が存在する場合は、それらも反映されません。
サービスプラットフォームでは，[someElement]で表されるアクティビティはサポートしていません。
BPEL ファイルのインポート時に，[someElement]を無操作アクティビティに置き換えて取り込みました。
出力条件
サポートしていないアクティビティが定義されている場合
対処方法
サービスプラットフォームがサポートするアクティビティに，処理を置き換えてください。

(12)

ハンドラ（補償ハンドラ）

要素[compensationHandler]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合
は、それらも反映されません。
サービスプラットフォームでは，compensationHandler 要素はサポートしていません。
出力条件
compensationHandler 要素が定義されている場合
対処方法
サービスプラットフォームがサポートするアクティビティに，処理を置き換えてください。

(13)

ハンドラ（イベントハンドラ）

要素[eventHandler]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合は、それ
らも反映されません。
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サービスプラットフォームでは，eventHandler 要素はサポートしていません。
出力条件
eventHandler 要素が定義されている場合
対処方法
サービスプラットフォームがサポートするアクティビティに，処理を置き換えてください。

(14)

ハンドラ（終了ハンドラ）

要素[terminationHandler]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合
は、それらも反映されません。
サービスプラットフォームでは，terminationHandler 要素はサポートしていません。
出力条件
terminationHandler 要素が定義されている場合
対処方法
サービスプラットフォームがサポートするアクティビティに，処理を置き換えてください。

(15)

ハンドラ（フォルトハンドラ）

faultHandlers[faultHandlers]は catch/catchAll が定義されていないため、反映されません。
catch または catchAll が 1 つ以上定義されていないフォルトハンドラは取り込みません。
出力条件
faultHandler 要素に catch 要素または catchAll 要素が 1 つ以上定義されていない場合
対処方法
ビジネスプロセスの実行には影響しません。特に対処の必要はありません。

要素[faultHandlers/catch]の属性 faultName はサポートしていないため反映されません。
サービスプラットフォームでは，faultName 属性を使用したフォルトの捕捉はサポートしていません。
出力条件
faultName 属性が定義されている場合
対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでフォルトの捕捉を再設定してく
ださい。

要素[faultHandlers/catch]の属性 faultMessageType はサポートしていないため反映されません。
サービスプラットフォームでは，faultMessageType 属性を使用したフォルトの捕捉はサポートしていま
せん。
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出力条件
faultMessageType 属性が定義されている場合
対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでフォルトの捕捉を再設定してく
ださい。

要素[faultHandlers/catch]の属性 faultElement はサポートしていないため反映されません。
サービスプラットフォームでは，faultElement 属性を使用したフォルトの捕捉はサポートしていません。
出力条件
faultElement 属性が定義されている場合
対処方法
BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセスエディタでフォルトの捕捉を再設定してく
ださい。

(16)

その他

要素[someElement]の属性 suppressJoinFailure に指定されている値 no を yes に置き換えました。
サービスプラットフォームでは，suppressJoinFailure 属性はサポートしていません。そのため，常に
bpws:joinFailure フォルトは抑止され，suppressJoinFailure 属性に「yes」を指定した場合と同じ動作に
なります。
なお，BPEL1.1 および BPEL2.0 の場合，suppressJoinFailure 属性のデフォルト値は「no」です。
出力条件
• suppressJoinFailure 属性が指定されていない場合
• suppressJoinFailure 属性に「no」が指定されている場合
対処方法
BPEL ファイルのインポート時に，suppressJoinFailure 属性の指定は「yes」に置き換えられます。そ
のため，ビジネスプロセスの実行結果に差異が生じるおそれがあります。BPEL ファイルをビジネスプ
ロセスエディタで開いて，ビジネスプロセスが意図した内容に定義されているか見直してください。
注
suppressJoinFailure 属性の値によって，ビジネスプロセスの動作が異なります。
サービスプラットフォームでは，常に suppressJoinFailure 属性が「yes」として動作するため，アク
ティビティの joinCondition が満たされない場合，ビジネスプロセスは直ちに再開できない中断状態に
なります。
suppressJoinFailure 属性が「no」として動作する環境では，joinCondition が満たされない場合，
bpws:joinFailure フォルトがスローされても，ビジネスプロセス定義に従って処理を続行します。
suppressJoinFailure 属性の指定と bpws:joinFailure の関係を次の図に示します。
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図 C‒4

suppressJoinFailure 属性の指定と bpws:joinFailure の関係

suppressJoinFailure 属性が"no"の場合：
（1）の joinFailure が発生したときは，joinFailure が上位のスコープに伝播されます。この例では，
スコープ Y→スコープ X→プロセスの順に伝播しますが，スコープ X の FaultHandler で
joinFailure のエラー処理が行われ，処理が継続されます。
（2）の joinFailure が発生したときは，プロセスの上位に伝播しようとしますが，joinFailure を捕
捉するものがないため，ビジネスプロセスが停止します。このとき，ビジネスプロセスは再開可能
な中断状態になります。
suppressJoinFailure 属性が"yes"の場合：
（1）の joinFailure が発生したときは，joinFailure の伝播が抑止され，ビジネスプロセスは再開不
能な中断状態になります。
（2）の joinFailure が発生したときも，joinFailure の伝播が抑止され，ビジネスプロセスは再開不
能な中断状態になります。

要素[someElement]の属性 queryLanguage はサポートしていないため反映されません。
サービスプラットフォームでは，queryLanguage 属性はサポートしていません。クエリ言語として常に
XPath1.0 を使用します。サービスプラットフォームの XPath1.0 は，一部独自の拡張があります。
なお，BPEL1.1 および BPEL2.0 の場合，クエリのデフォルト値は XPath1.0 です。
出力条件
queryLanguage 属性が定義されている場合
対処方法
上流設計ツールでクエリを使用していない場合は，特に対処の必要はありません。
XPath1.0 以外のクエリ言語を使用している場合は，BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネ
スプロセスエディタでクエリの指定を修正してください。

要素[someElement]の属性 expressionLanguage はサポートしていないため反映されません。
サービスプラットフォームでは，expressionLanguage 属性はサポートしていません。式言語として常に
XPath1.0 を使用します。サービスプラットフォームの XPath1.0 は，一部独自の拡張があります。
なお，BPEL1.1 および BPEL2.0 の場合，式のデフォルト値は XPath1.0 です。
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出力条件
expressionLanguage 属性が定義されている場合
対処方法
上流設計ツールで式を使用していない場合は，特に対処の必要はありません。
XPath1.0 以外の式を使用している場合は，BPEL ファイルをインポートしたあとに，ビジネスプロセ
スエディタで式の指定を修正してください。

要素[someElement]にアクティビティが定義されていないため、無操作アクティビティを追加しました。
子要素を持つことができる BPEL 要素（while アクティビティなど）に子要素が 1 つ以上定義されていな
い場合，BPEL ファイルのインポート時に，無操作アクティビティを子要素として追加します。
出力条件
[someElement]の activity 要素が子要素を持たない場合
対処方法
ビジネスプロセスの実行には影響しません。特に対処の必要はありません。

要素[someElement]はサポートしていないため反映されません。また配下に属性や要素が存在する場合は、それ
らも反映されません。
サービスプラットフォームでは，[someElement]で表される BPEL 要素はサポートしていません。
出力条件
サポートしていない要素が定義されている場合
対処方法
サービスプラットフォームがサポートする機能に，処理を置き換えてください。

要素[someElement]の属性[someAttribute]はサポートしていないため反映されません。
サービスプラットフォームでは，[someAttribute]で表される BPEL 属性はサポートしていません。
出力条件
サポートしていない属性が定義されている場合
対処方法
サービスプラットフォームがサポートする機能に，処理を置き換えてください。
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付録 D

上流設計ツールを利用したシステムの開発例

上流設計ツールとサービスプラットフォームを連携したシステム開発の例を説明します。開発するシステ
ムの概要，および使用する上流設計ツールを次に示します。
開発するシステムの概要
サービスプラットフォームに付属している「商品手配サンプルプログラム」と同じものを開発します。
「商品手配サンプルプログラム」は，リクエスタからの要求に基づいて，注文商品の在庫引当や配送手
配を行います。処理内容については，マニュアル「サービスプラットフォーム ファーストステップガイ
ド」の「2.3.3 プロセス統合パターン」を参照してください。
使用する上流設計ツール
Process Modeler
（Process Modeler 5 for Microsoft Visio Professional Edition）

付録 D.1

ビジネスプロセスの概要を設計する

業務の基本フローをハイレベル・ビジネスプロセスとして作成し，作成したハイレベル・ビジネスプロセス
を具体化します。

(1)

ハイレベル・ビジネスプロセスを作成する
上流設計ツールでハイレベル・ビジネスプロセスを作成します。商品手配サンプルプログラムのビジネスプ
ロセスの場合，システム化する業務は在庫引当と配送手配の 2 つのタスクなので，これを基本フローとし
て記述します。
商品手配サンプルプログラムのハイレベル・ビジネスプロセスの記述例を次に示します。
図 D‒1
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ハイレベル・ビジネスプロセスの記述例
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ミドルレベル・ビジネスプロセスを作成する
作成したハイレベル・ビジネスプロセスを具体化し，業務全体の流れが把握できるミドルレベル・ビジネス
プロセスを作成します。ここでは，在庫引当タスクのあとに排他ゲートウェイを追加し，手配を受けた商品
の在庫がない場合の業務エラーフローを追加します。作成したビジネスプロセスに対して顧客と検討を繰
り返し，検討不足の業務フローや改善点があればブラッシュアップします。
商品手配サンプルプログラムのミドルレベル・ビジネスプロセスの記述例を次に示します。
図 D‒2

ミドルレベル・ビジネスプロセスの記述例

商品手配サンプルプログラムでは，次の表に示す要素でビジネスプロセスを実現することにします。
表 D‒1
項
番

商品手配ビジネスプロセスを構成する要素
名前

要素の種類

1

受付

開始ノード

2

在庫引当

タスク

3

−

排他ゲートウェイ

備考

在庫引当の結果を判定

4

配送手配

タスク

5

応答_手配成功

終了ノード

配送手配が成功したときの終了ノード

6

応答_在庫なしエラー

終了ノード

在庫がなかったときの終了ノード

（凡例）
−：名前はありません。
空欄：備考として説明する内容はありません。

また，この段階でサービスの粒度も検討します。ここでは，次の表に示すように在庫引当タスクと配送手配
タスクをそれぞれ 1 つのサービスで実現することにします。
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表 D‒2
項
番

サービスの粒度の検討
タスク

サービス（実装時のサービス名）

1

在庫引当

在庫引当サービス（InventoryManager）

2

配送手配

配送手配サービス（Delivery）

付録 D.2

サービスの概要インターフェースを検討する

ミドルレベル・ビジネスプロセスの検討が終わったら，サービスの概要インターフェースを検討し，検討し
た結果を基に概要 WSDL を作成します。検討するサービスを次に示します。
• 在庫引当サービス（InventoryManager）
• 配送手配サービス（Delivery）
• 商品手配ビジネスプロセス （ArrangementService）

(1)

概要インターフェースを検討する
最初に，サービスの概要インターフェースを検討します。次の図のように，サービスリクエスタから見ると
商品手配ビジネスプロセス自体もサービスになるため，概要インターフェースの検討対象になります。
図 D‒3

サービスのコンポーネント構成

商品手配サンプルプログラムでは，次の図および次の表のように概要インターフェースを決定したものとし
ます。
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図 D‒4

サービスの概要インターフェース

表 D‒3

概要インターフェースの詳細

項
番

サービス名

1

在庫引当サービス

提供オペレーション名

要求メッセージ名

（オペレーションの内容）
reserveItem

上流設計ツールを利用したシステムの開発例

応答メッセージ名

reserveItemRequest

reserveItemResponse

deliverItemRequest

deliverItemResponse

arrangeItemRequest

arrangeItemResponse

（商品を在庫引当する）
2

配送手配サービス

deliverItem
（商品を配送する）

3

(2)

商品手配ビジネスプロセ
ス

arrangeItem
（商品を手配し配送する）

概要 WSDL を作成する
概要インターフェースが決定したら，概要 WSDL を作成します。商品手配サンプルプログラムでは，サー
ビスごとに次の表に示す名前で WSDL ファイルを作成します。
表 D‒4

項
番

サービスごとの WSDL ファイルの名前
サービス名

WSDL ファイルの名前

1

在庫引当サービス

InventoryManagementService.wsdl

2

配送手配サービス

DeliveryService.wsdl

3

商品手配ビジネスプロセス

ArrangementService.wsdl

概要 WSDL を作成するときのポイントは次のとおりです。
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概要 WSDL 作成のポイント
• サービス名を wsdl:port の name 属性に記述する。
• 提供オペレーション名を wsdl:operation の name 属性に記述する。
• 要求メッセージ名を wsdl:input の name 属性に記述する。
• 応答メッセージ名を wsdl:output の name 属性に記述する。
• メッセージの構造は記述しない。
（ルート要素だけを宣言し，型は xsd:string などの基本型にする。）
在庫引当サービスの WSDL（InventoryManagementService.wsdl）の例を次に示します。WSDL 中の太
字は「概要 WSDL 作成のポイント」で示した部分の記述を表します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions
targetNamespace="http://sample/InventoryManagementService"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ims="http://sample/InventoryManagementService">
<wsdl:types>
<xsd:schema
targetNamespace="http://sample/InventoryManagementService"
elementFormDefault="qualified">
<xsd:element name="reserveItem" type="xsd:string" />
<xsd:element name="reserveItemResponse" type="xsd:string" />
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="reserveItemRequest">
<wsdl:part name="parameters" element="ims:reserveItem" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="reserveItemResponse">
<wsdl:part name="parameters" element="ims:reserveItemResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="InventoryManager">
<wsdl:operation name="reserveItem">
<wsdl:input message="ims:reserveItemRequest" name="reserveItemRequest" />
<wsdl:output message="ims:reserveItemResponse" name="reserveItemResponse" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="InventoryManagerSoapBinding" type="ims:InventoryManager">
<soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="reserveItem">
<soap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="reserveItemRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="reserveItemResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="InventoryManagementService">
<wsdl:port binding="ims:InventoryManagerSoapBinding" name="InventoryManager">
<soap:address location="http://localhost/InventoryManagementServiceWeb/services/InventoryManager" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

付録 D.3

ビジネスプロセスを詳細化する

「付録 D.1(2) ミドルレベル・ビジネスプロセスを作成する」で作成したミドルレベル・ビジネスプロセス
に設定を追加し，詳細化します。
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実装方式を決定する
最初に，ダイアグラムの実装方式を設定します。
1. Process Modeler のウィンドウメニューから［プロセス］−［表示］−［属性エクスプローラ］を選
択します。
ウィンドウに［属性エクスプローラ］が表示されます。
2. フローの何もないところをマウスでクリックし，ダイアグラムを選択します。
［属性エクスプローラ］にダイアグラムの属性が表示されます。
3.［システム定義の属性］を展開し，［実装］のドロップダウンリストから「BPEL 1.1」を選択します。

(2)

プロセスの属性を設定する
ビジネスプロセス全体の属性を設定します。
1. Process Modeler のウィンドウメニューから［プロセス］−［実装］−［BPEL］を選択します。
［BPEL］ダイアログが表示されます。
2.［プロセスの設定］タブを選択します。

627

付録 D

上流設計ツールを利用したシステムの開発例

3.［プロセス属性］と［プール システム定義の属性］を次のとおりに指定します。
• Name：未指定または任意の値※
• ProcessType：未指定
• TargetNamespace：未指定または任意の値※
注※
任意の値を指定できますが，BPEL インポート機能ではこれらの値は使用しません。

(3)

ノード・タスクを詳細化する
ビジネスプロセスの開始ノード，終了ノード，およびタスクの詳細な設定をします。
最初に，サービスリクエスタからの要求メッセージによってビジネスプロセスが開始されるように設定しま
す。開始ノードに設定する手順を示します。
1. ビジネスプロセスの開始ノードを選択します。
2. 右クリックして表示されるメニューから［Trigger］−［Message］を選択します。
また，ビジネスプロセスの実行結果をサービスリクエスタに応答メッセージとして返すようにするため，終
了ノードも同じように，右クリックして表示されるメニューから［Result］−［Message］を選択します。
次に，在庫引当タスクと配送手配タスクをサービスとして実行することを表すために，在庫引当タスクと配
送手配タスクをそれぞれ右クリックしてメニューを表示し，［TaskType］−［Service］を選択します。
開始ノード，終了ノード，およびタスクの設定内容は次のとおりです。
表 D‒5

開始ノード／終了ノード／タスクの設定内容

項
番
1
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要素
開始ノード

設定項目
Trigger

設定値
Message
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項
番

要素
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設定項目

設定値

2

在庫引当タスク

TaskType

Service

3

配送手配タスク

TaskType

Service

4

終了ノード

Result

Message

ここまでの手順を終えると，開始ノード，終了ノード，およびタスクにメッセージを表す手紙のアイコン
や，サービスを表す歯車のアイコンが追加されます。

(4)

WSDL を登録する
「付録 D.2(2) 概要 WSDL を作成する」で作成したサービスの概要 WSDL を Process Modeler に登録し
ます。
1. Process Modeler のウィンドウメニューから［プロセス］−［実装］−［BPEL］を選択します。
［BPEL］ダイアログが表示されます。
2.［WSDL のインポート］タブを選択します。
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3.［新規］ボタンをクリックします。
［WSDL のインポート］ダイアログが表示されます。

4. WSDL ごとに次の内容を入力します。
表 D‒6
項
番
1

インポート対象の WSDL と設定値
インポート対象

ArrangementService.wsdl
（商品手配ビジネスプロセスの WSDL）

2

InventoryManagementService.wsdl
（在庫引当サービスの WSDL）

項目
WSDL の場所
WSDL ファイル

ファイル
［参照］ボタンから選択

名前

ArrangementService

エクスポート時のネームス
ペース

任意の値※

WSDL の場所

ファイル

WSDL ファイル
名前
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設定値

［参照］ボタンから選択
InventoryManagementService
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項
番
2

インポート対象
InventoryManagementService.wsdl
（在庫引当サービスの WSDL）

3

DeliveryService.wsdl
（配送手配サービスの WSDL）

上流設計ツールを利用したシステムの開発例

項目

設定値

エクスポート時のネームス
ペース

任意の値※

WSDL の場所

ファイル

WSDL ファイル

［参照］ボタンから選択

名前

DeliveryService

エクスポート時のネームス
ペース

任意の値※

注※
任意の値を指定できますが，BPEL インポート機能でこれらの値を使用しません。

5.［OK］ボタンをクリックします。
WSDL が登録されます。表 D-6 で示した WSDL をすべてインポートすると，
［WSDL のインポート］
タブは次のようになります。

(5)

オペレーションを割り当てる
登録した WSDL を使用して，開始ノード，終了ノード，およびタスクがどのように外部のサービスリクエ
スタやサービスと連携するか，オペレーションとそのインターフェースを設定します。
最初に，開始ノードのインターフェースを設定します。
1. 開始ノードを右クリックして表示されるメニューから［実装］−［BPEL］を選択します。
［BPEL］ダイアログが表示されます。
2.［Operation の割り当て］タブを選択します。
3.［ArrangementService］−［arrangeItem］を選択して，［割り当て］ボタンをクリックします。
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開始ノードのオペレーションは，名前「ArrangementService」の WSDL に「arrangeItem」として
定義されているため，「arrangeItem」を割り当てます。

残りのノード，タスクについても，次の表を参考にオペレーションを割り当てます。
表 D‒7 ［Operation の割り当て］タブの設定内容
項
番

要素の名前

WSDL の名前

Operation の名前

1

受付

ArrangementService

arrangeItem

2

在庫引当

InventoryManagementService

reserveItem

3

配送手配

DeliveryService

deliverItem

4

応答_手配成功

ArrangementService

arrangeItem

5

応答_在庫なしエラー

ArrangementService

arrangeItem

以上で，上流設計ツールを使用したビジネスプロセス設計は終了です。

付録 D.4

ビジネスプロセスを出力する

上流設計ツールで作成したビジネスプロセスをサービスプラットフォームの開発環境に引き継ぐために，
BPEL ファイルとして出力します。
1. Process Modeler のウィンドウメニューから［プロセス］−［ダイアグラム］−［エクスポート］を
選択します。
［エクスポート］ダイアログが表示されます。
2.［エクスポート先］が「BPEL 1.1」になっていることを確認し，
［エンコード］を「UTF-8」に変更しま
す。
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3.［エクスポート］ボタンをクリックします。
［フォルダの参照］ダイアログが表示されます。
4. BPEL ファイルを出力する場所を選択し，［OK］ボタンをクリックします。
選択したフォルダに次に示すファイルが生成されます。
• 主要プール.bpel
作成したビジネスプロセスの BPEL ファイルです。
• 主要プール_types.wsdl
このファイルは使用しません。
なお，プールに名前を付けた場合は，<プールの名前>.bpel と<プールの名前>_types.wsdl が生成さ
れます。

付録 D.5

サービスの詳細インターフェースを検討する

これまでに検討した仕様を踏まえて，各サービスのオペレーションのメッセージ構造を決定します。具体的
には，「付録 D.2(2) 概要 WSDL を作成する」で作成した概要 WSDL にメッセージ構造の宣言を追加し
ます。
各サービスの要求メッセージと応答メッセージには，次の表に示す情報が必要になるため，これを概要
WSDL のメッセージ宣言に反映（ルート要素の下に宣言を追加）します。
表 D‒8
項
番
1

サービスの要求／応答メッセージに必要な情報

サービス名
在庫引当サービス

メッセージ
reserveItemRequest

reserveItemResponse

必要な情報
名前

型

説明

ItemName

xsd:string

在庫引当する商品の名
前

Quantity

xsd:int

在庫引当する個数

ReservationNumber

xsd:string

引当番号
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サービス名

2

配送手配サービス

3

商品手配ビジネスプ
ロセス

メッセージ

必要な情報
名前

型

説明

deliverItemRequest

ReservationNumber

xsd:string

配送手配する引当番号

deliverItemResponse

DeliveryNumber

xsd:string

配送番号

arrangeItemRequest

ItemName

xsd:string

手配する商品の名前

Quantity

xsd:int

手配する商品の個数

DeliveryNumber

xsd:string

配送番号

arrangeItemResponse

在庫引当サービスを例に WSDL（InventoryManagementService.wsdl）の定義例を次に示します。
WSDL 中の太字は，追記した内容を表します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions
targetNamespace="http://sample/InventoryManagementService"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ims="http://sample/InventoryManagementService">
<wsdl:types>
<xsd:schema
targetNamespace="http://sample/InventoryManagementService"
elementFormDefault="qualified">
<xsd:element name="reserveItem">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ItemName" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Quantity" type="xsd:int" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="reserveItemResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="ReservationNumber" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="reserveItemRequest">
<wsdl:part name="parameters" element="ims:reserveItem" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="reserveItemResponse">
<wsdl:part name="parameters" element="ims:reserveItemResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="InventoryManager">
<wsdl:operation name="reserveItem">
<wsdl:input message="ims:reserveItemRequest" name="reserveItemRequest" />
<wsdl:output message="ims:reserveItemResponse" name="reserveItemResponse" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="InventoryManagerSoapBinding" type="ims:InventoryManager">
<soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="reserveItem">
<soap:operation soapAction="" />
<wsdl:input name="reserveItemRequest">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output name="reserveItemResponse">
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
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<wsdl:service name="InventoryManagementService">
<wsdl:port binding="ims:InventoryManagerSoapBinding" name="InventoryManager">
<soap:address location="http://localhost/InventoryManagementServiceWeb/services/InventoryManager" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

詳細インターフェースを記載した WSDL は，サンプルプログラムに同梱されています。サンプルプログラ
ムの格納場所については，マニュアル「サービスプラットフォーム ファーストステップガイド」の「付録
A サンプルプログラムのファイルの構成」を参照してください。

付録 D.6 サービスアダプタを作成する
「付録 D.5 サービスの詳細インターフェースを検討する」で詳細化した WSDL を使用して，ビジネスプ
ロセスと，在庫引当サービスおよび配送手配サービスをつなげるためのサービスアダプタを追加します。
まず，在庫管理サービス（InventoryManager）のサービスアダプタを作成します。
1. ツリービューのサービス定義一覧で右クリックして「サービスアダプタ追加」を選択します。
サービスアダプタ定義追加ウィザードが表示されます。
2.［サービス部品の種別］に「Web サービス」を指定します。

3.［次へ］ボタンをクリックします。
サービス名とサービスの WSDL ファイルを指定するページが表示されます。
4. サービス名と作成した在庫管理サービスの WSDL を指定します。
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注意
サービス名は WSDL に書かれたポートタイプ要素（portType）の名前属性値（name）と同じ値
にしてください。
5.［次へ］ボタンをクリックします。
WSDL のポートを指定するページが表示されます。

6.［Port の指定］が「InventoryManager」になっていることを確認して，
［終了］ボタンをクリックしま
す。
7. WSDL の解析が終わるとサービスアダプタが作成されます。
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配送手配サービス（Delivery）についても，次に示す設定をして，サービスアダプタを作成します。
表 D‒9

配送手配サービスのサービスアダプタの設定値

項
番

項目

設定値

1

サービス部品の種別

Web サービス

2

サービス名

Delivery

3

WSDL ファイル

DeliveryService.WSDL

4

ポート

Delivery

付録 D.7

ビジネスプロセスをインポートする

「付録 D.4 ビジネスプロセスを出力する」で出力した BPEL ファイルをサービスプラットフォームの開発
環境に取り込みます。
1. ツリービューのサービス定義一覧で右クリックして「ビジネスプロセス追加」を選択します。
ビジネスプロセス定義追加ウィザードが表示されます。
2. ビジネスプロセス名と出力した BPEL ファイルを指定します。
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3.［終了］ボタンをクリックします。
BPEL ファイルのインポートが終わると，上流設計ツールから引き継いだビジネスプロセスが表示され
ます。

ここでは，次のように BPMN 要素が変換されています。
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BPMN 要素の変換結果

項
番

BPMN 要素

ビジネスプロセスの要素

1

「受付」開始ノード

「受付」受付アクティビティ

2

「在庫引当」タスク

「在庫引当」サービス呼出アクティビティ

3

排他ゲートウェイ

「Gateway」分岐開始アクティビティ
「Gateway_終了」分岐終了アクティビティ

4

「配送手配」タスク

「配送手配」サービス呼出アクティビティ

5

「応答_手配成功」終了ノード

「応答_手配成功」応答アクティビティ

6

「応答_在庫なしエラー」終了ノード

「応答_在庫なしエラー」応答アクティビティ

4. コンソールビューにインポートのログが表示されているので，BPEL ファイルが正しく取り込まれてい
るかを確認します。
ログに出力された問題の解決方法については，
「付録 C.4
ング」を参照してください。

上流設計ツール利用時のトラブルシューティ

付録 D.8 ユーザ定義受付を追加する
「付録 D.5 サービスの詳細インターフェースを検討する」で詳細化した WSDL を使用して，ビジネスプ
ロセスにユーザ定義受付を追加します。
1. ツリービューのサービス定義一覧で ArrangementService（商品手配サービス）を選択し，右クリック
して「ユーザ定義受付追加」を選択します。
受付種別選択ウィザードが表示されます。
2.［受付種別］のドロップダウンリストから［SOAP 受付］を選択します。

3.［次へ］ボタンをクリックします。
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ユーザ定義受付追加ウィザードが表示されます。
4. 受付名と作成したビジネスプロセスの WSDL を指定します。

5.［次へ］ボタンをクリックします。
ポートを指定するページが表示されます。
6.［Port の指定］が「Arrangement」になっていることを確認して［終了］ボタンをクリックします。

WSDL の解析が終わると，次のようにユーザ定義受付が作成されます。
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メッセージのスキーマを登録する

受付アクティビティ，応答アクティビティ，サービス呼出アクティビティで使用するメッセージ（変数）の
スキーマ（構造）を登録します。
まず，受付アクティビティで使用するメッセージのスキーマを登録します。
1. ビジネスプロセス定義画面のキャンバス上の［変数・相関セット］アイコンをダブルクリックします。
［変数・相関セット一覧］ダイアログが表示されます。
2. 受付アクティビティが使用するメッセージ「ns3arrangeItemRequest_MessageData」※を選択し，
［種別］を「XML」に変更します。
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注※
Process Modeler は，WSDL で定義したメッセージ名の前に名前空間の修飾辞を付け，メッセージ
名の後に「_MessageData」を付けて BPEL ファイルを生成します。例を次に示します。
（例）
arrangeItemRequest → ns3arrangeItemRequest_MessageData
arrangeItemResponse → ns3arrangeItemResponse_MessageData
この例にあるように，［変換・相関セット一覧］ダイアログでメッセージを選択するときは，メッ
セージ名が変更されていることに注意してください。なお，修飾辞の「ns3」の部分は「表 D-6」で
設定したエクスポート時のネームスペースになるため，マニュアル上と実際に操作する画面で表示
が異なる場合があります。
次に，受付アクティビティが使用するメッセージのスキーマ（電文フォーマット）をビジネスプロセス
のユーザ定義受付から取り込みます。
3.［電文フォーマット］横の［取込］ボタンをクリックします。
［電文フォーマットの取込］ダイアログが表示されます。
4. 次の画面および表に示すとおりに指定します。
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表 D‒11

受付アクティビティの電文フォーマットの取り込み指定

項
番

項目

1

サービス/受付

2

取込対象

3
4

上流設計ツールを利用したシステムの開発例

指定値
受付名：サービス受付

オペレーション名

arrangeItem

電文種別

要求電文（ボディ）

電文フォーマット

ns3arrangeItemRequest_MessageData
（自動設定されます。）

5.［OK］ボタンをクリックします。
メッセージのスキーマの取り込みが終わると，［電文フォーマット］に電文フォーマット名が表示され
ます。
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6.［更新］ボタンをクリックします。
これで，受付アクティビティで使用するメッセージのスキーマが登録されます。
次に示す電文についても，メッセージのスキーマを設定します。
• 「在庫引当」サービス呼出アクティビティの要求電文（ns1reserveItemRequest_MessageData）
• 「在庫引当」サービス呼出アクティビティの応答電文（ns1reserveItemResponse_MessageData）
• 「配送手配」サービス呼出アクティビティの要求電文（ns2deliverItemRequest_MessageData）
• 「配送手配」サービス呼出アクティビティの応答電文（ns2deliverItemResponse_MessageData）
• 応答アクティビティの応答電文（ns3arrangeItemResponse_MessageData）
各メッセージのスキーマの取り込み指定を次の各表に示します。すべてのスキーマの取り込みが終わった
ら，［変数・相関セット一覧］ダイアログで［OK］ボタンをクリックします。
表 D‒12

ns1reserveItemRequest_MessageData の取り込みの指定

項
番

項目

1

サービス/受付

2

取込対象

3
4

電文フォーマット

指定値
受付名：InventoryManager

オペレーション名

reserveItem

電文種別

要求電文
ns1reserveItemRequest_MessageData
（自動設定されます。）

644

付録 D

表 D‒13

ns1reserveItemResponse_MessageData の取り込みの指定

項
番

項目

1

サービス/受付

2

取込対象

3
4

上流設計ツールを利用したシステムの開発例

指定値
サービス名：InventoryManager

オペレーション名

reserveItem

電文種別

応答電文

電文フォーマット

ns1reserveItemResponse_MessageData
（自動設定されます。）

表 D‒14

ns2deliverItemRequest_MessageData の取り込みの指定

項
番

項目

1

サービス/受付

2

取込対象

3
4

指定値
サービス名：Delivery

オペレーション名

deliverItem

電文種別

要求電文

電文フォーマット

ns2deliverItemRequest_MessageData
（自動設定されます。）

表 D‒15

ns2deliverItemResponse_MessageData の取り込みの指定

項
番

項目

1

サービス/受付

2

取込対象

3
4

指定値
サービス名：Delivery

オペレーション名

deliverItem

電文種別

応答電文

電文フォーマット

ns2deliverItemResponse_MessageData
（自動設定されます。）

表 D‒16

ns3arrangeItemResponse_MessageData の取り込みの指定

項
番

項目

1

サービス/受付

2

取込対象

3
4

電文フォーマット

指定値
受付名：サービス受付

オペレーション名

arrangeItem

電文種別

応答電文
ns3arrangeItemResponse_MessageData
（自動設定されます。）
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付録 D.10

メッセージ変換とシステム例外処理を追加する

必要に応じて，ビジネスプロセスにメッセージ変換（データ変換アクティビティ）や実行時のシステム例外
に対処する処理を追加します。商品手配サンプルプログラムでは，次のようにメッセージ変換を追加しまし
た。
図 D‒5

メッセージ変換の追加

メッセージ変換の詳細な定義内容については，商品手配ビジネスプロセスのサンプルデータを参照してくだ
さい。
以上で，上流設計ツールを利用したビジネスプロセスの開発は終了です。
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上流設計ツールとの連携で使用する BPEL のサポート
範囲

サービスプラットフォームでは，BPEL1.1 と BPEL2.0 のインポートをサポートしています。BPEL1.1 と
BPEL2.0 では，BPEL ファイルのサポート範囲およびビジネスプロセス定義への変換ルールが異なります。
ここでは，上流設計ツールで作成した BPEL ファイルをインポートする場合の，BPEL ファイルのサポート
範囲およびビジネスプロセス定義への変換ルールを BPEL1.1 と BPEL2.0 に分けて説明します。
!

注意事項
BPEL ファイルの要素・属性のうち，以降の説明に登場しない要素・属性は，ビジネスプロセスの定義に変換さ
れません。

BPEL ファイル内の要素が，ビジネスプロセスのどの定義内容に変換されるのかの関係を次の表に示しま
す。
表 E‒1

BPEL ファイルの要素とビジネスプロセス定義の関係

変換前の要素（BPEL ファイル）
process
要素

変換後の定義内容（ビジネスプロセ
ス）

変換方法の参照先
BPEL1.1

BPEL2.0

variables 要素

変数

付録 E.1(1)(b)

付録 E.2(1)(b)

correlationSets 要素

相関セット

付録 E.1(1)(c)

付録 E.2(1)(c)

faultHandlers 要素

フォルト処理

付録 E.1(1)(d)

付録 E.2(1)(d)

receive 要素

受付アクティビティ

付録 E.1(2)(a)

付録 E.2(2)(a)

reply 要素

応答アクティビティ

付録 E.1(2)(b)

付録 E.2(2)(b)

invoke 要素

サービス呼出アクティビティ

付録 E.1(2)(c)

付録 E.2(2)(c)

assign 要素

代入アクティビティ

付録 E.1(2)(d)

付録 E.2(2)(d)

empty 要素

無操作アクティビティ

付録 E.1(2)(e)

付録 E.2(2)(e)

throw 要素

フォルト送出アクティビティ

付録 E.1(2)(f)

付録 E.2(2)(f)

scope 要素

スコープアクティビティ

付録 E.1(3)(a)

付録 E.2(3)(a)

while 要素

繰り返しアクティビティ

付録 E.1(3)(b)

付録 E.2(3)(b)

switch 要素※1

分岐開始アクティビティ

付録 E.1(3)(c)

if 要素※2
flow 要素

分岐終了アクティビティ
並列処理開始アクティビティ

−

−
付録 E.2(3)(c)

付録 E.1(3)(d)

付録 E.2(3)(d)

並列処理終了アクティビティ
sequence 要素

順次処理アクティビティ

付録 E.1(3)(e)

付録 E.2(3)(e)

wait 要素

待機アクティビティ

付録 E.1(2)(g)

付録 E.2(2)(g)

compensate 要素※3

無操作アクティビティ

−

−

terminate 要素※1※3
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変換前の要素（BPEL ファイル）
process
要素

pick 要素※3

変換後の定義内容（ビジネスプロセ
ス）
無操作アクティビティ

変換方法の参照先
BPEL1.1

BPEL2.0

−

−

extensionActivity 要素※2
※3

rethrow 要素※2※3
exit 要素※2※3
validate 要素※2※3
compensateScope 要素※
2※3

forEach 要素※2※3
repeatUntil 要素※2※3
（凡例）
−：参照先はありません。
注※1
BPEL1.1 の場合だけ定義できる要素です。
注※2
BPEL2.0 の場合だけ定義できる要素です。
注※3
これらの要素はサポート外のため，インポート時に無操作アクティビティに変換されます。

ポイント
• ビジネスプロセス内の各アクティビティを連結するコネクションの定義内容は，BPEL ファイルの構造，各要
素の定義などから判断して設定されます。
• BPEL ファイルをインポートしてビジネスプロセスを作成した場合に，Java 呼出アクティビティおよびデー
タ変換アクティビティが定義されることはありません。

以降の項で，BPEL ファイルの各要素と，ビジネスプロセス定義の内容との関係の詳細を BPEL1.1 と
BPEL2.0 に分けて説明します。

付録 E.1

BPEL1.1 のビジネスプロセス定義をインポートする場合

BPEL1.1 の場合の，BPEL ファイルのサポート範囲およびビジネスプロセス定義への変換ルールについて
説明します。
サービスプラットフォームでは，BPEL1.1 の場合の BPEL ファイルに定義されている要素および属性で，
一部サポートしていないものがあります。BPEL1.1 の場合の BPEL ファイルに定義されている要素および
属性について，サービスプラットフォームでのサポート有無を次の表に示します。
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表 E‒2

BPEL ファイルに定義されている要素および属性のサポート有無（BPEL1.1 の場合）

分
類
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ロ
セ
ス
全
体
の

上流設計ツールとの連携で使用する BPEL のサポート範囲

要素
process 要素

定
義
に
関
す
る
要
素

下位要素または属性
name 属性

×

targetNamespace 属性

×

queryLanguage 属性

×

expressionLanguage 属性

×

suppressJoinFailure 属性

×

enableInstanceCompensation 属性

×

abstractProcess 属性

×

partnerLinks 要素

×

partners 要素

×

correlationSets 要素

×

variables 要素

faultHandlers
要素

variable 要素

catch 要素

catchAll 要素

基
本
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
に
関
連
す
る

receive 要素

サポート有無

name 属性

○

messageType 属性

○

type 属性

○

element 属性

×

faultName 属性

×

faultVariable 属性

○

activity ※1

○

activity ※1

○

compensationHandler 要素

×

eventHandlers 要素

×

activity ※1

○

name 属性

○

joinCondition 属性

×

suppressJoinFailure 属性

×

partnerLink 属性

×

portType 属性

×

operation 属性

○

variable 属性

○

createInstance 属性

△

target 要素

×
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分
類
要
素

要素
receive 要素

reply 要素

invoke 要素

下位要素または属性
source 要素

×

correlations 要素

×

name 属性

○

joinCondition 属性

×

suppressJoinFailure 属性

×

partnerLink 属性

×

portType 属性

×

operation 属性

○

variable 属性

○

faultName 属性

○

target 要素

×

source 要素

×

correlations 要素

×

name 属性

○

joinCondition 属性

×

suppressJoinFailure 属性

×

partnerLink 属性

×

portType 属性

○

operation 属性

○

inputVariable 属性

○

outputVariable 属性

○

target 要素

×

source 要素

×

correlations 要素

×

catch 要素

catchAll 要素
assign 要素
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faultName 属性

×

faultVariable 属性

○

activity ※1

○

activity ※1

○

name 属性

○

joinCondition 属性

×

suppressJoinFailure 属性

×

付録 E

分
類

要素
assign 要素

上流設計ツールとの連携で使用する BPEL のサポート範囲

下位要素または属性
target 要素

×

source 要素

×

copy 要素

from 要素

to 要素

empty 要素

throw 要素

wait 要素

サポート有無

variable 属性

○

expression 属性

○

part 属性

×

partnerLink 属性

×

endpointReference
属性

×

property 属性

×

opaque 属性

×

query 属性

×

タグ値※2

○

variable 属性

○

part 属性

×

partnerLink 属性

×

property 属性

×

query 属性

×

name 属性

○

joinCondition 属性

×

suppressJoinFailure 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

faultName 属性

×

faultVariable 属性

○

name 属性

○

joinCondition 属性

×

suppressJoinFailure 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

name 属性

○

joinCondition 属性

×
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分
類

要素
wait 要素

terminate 要素※3

compensate 要素※3

構
造
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
に
関
連
す
る
要
素

scope 要素

下位要素または属性
suppressJoinFailure 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

for 属性

○

until 属性

○

name 属性

○

joinCondition 属性

×

suppressJoinFailure 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

name 属性

○

joinCondition 属性

×

suppressJoinFailure 属性

×

scope 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

name 属性

○

joinCondition 属性

×

suppressJoinFailure 属性

×

variableAccessSerializable 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

correlationSets 要素

×

variables 要素

faultHandlers
要素

variable 要素

catch 要素

catchAll 要素
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サポート有無

name 属性

○

messageType 属性

○

type 属性

○

element 属性

×

faultName 属性

×

faultVariable 属性

○

activity ※1

○

activity ※1

○

付録 E

分
類
構
造
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
に
関

要素
scope 要素

while 要素

連
す
る
要
素
switch 要素

下位要素または属性

×

eventHandlers 要素

×

activity ※1

○

name 属性

○

joinCondition 属性

×

condition 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

activity ※1

○

name 属性

○

joinCondition 属性

×

suppressJoinFailure 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

otherwise 要素

sequence 要素

サポート有無

compensationHandler 要素

case 要素

flow 要素

上流設計ツールとの連携で使用する BPEL のサポート範囲

condition 属性

○

activity ※1

○

activity ※1

○

name 属性

○

joinCondition 属性

×

suppressJoinFailure 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

links 要素

×

activity ※1

○

name 属性

×

joinCondition 属性

×

suppressJoinFailure 属性

×

target 要素

×

source 要素

×
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分
類
構
造
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
に
関

要素

下位要素または属性

サポート有無

sequence 要素

activity ※1

○

pick 要素※3

name 属性

○

joinCondition 属性

×

suppressJoinFailure 属性

×

createInstance 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

onAlarm 要素

×

onMessage 要素

×

連
す
る
要
素
（凡例）
○：サポートしています。

△：制限付きでサポートしています。
×：サポートしていません。
注※1

activity の部分には，実際には receive 要素，reply 要素，invoke 要素などが入ります。
注※2
from 要素のタグ値が変換元になります。
注※3
未サポートアクティビティのため，name 属性だけを反映した無操作アクティビティとして取り込まれます。

(1)

ビジネスプロセス全体の定義に関連する要素の変換
BPEL ファイルに定義されている要素のうち，ビジネスプロセス全体に関連する内容（ビジネスプロセスそ
のものの設定，利用する変数など）の変換について次に説明します。

(a) process 要素の変換
process 要素およびその下位要素・属性は，ビジネスプロセス全体の定義に関連する内容に変換されます。
変換の詳細を次の表に示します。
表 E‒3

process 要素の変換
ビジネスプロセスの定義内容

BPEL ファイルの要素
process 要素
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定義内容

説明

variables 要素

変数

詳細は「(1)(b) variables 要素の変換」
を参照してください。

correlationSets 要素

相関セット

詳細は「(1)(c) correlationSets 要素の
変換」を参照してください。

付録 E

ビジネスプロセスの定義内容

BPEL ファイルの要素
process 要素
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定義内容

説明

faultHandlers 要素

フォルト処理

詳細は「(1)(d) faultHandlers 要素の
変換」を参照してください。

activity ※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティ
ビティに変換されます。

−

ビジネスプロセス名

ビジネスプロセス定義を追加するため
のダイアログで指定したビジネスプロ
セス名が設定されます。

−

ビジネスプロセスのバージョン

−

永続化

「1」が設定されます。
ビジネスプロセス定義を追加するため
のダイアログで指定した永続化の有無
が設定されます。

（凡例）
−：該当する要素はありません。定義内容は，自動設定されるか，またはビジネスプロセス定義を追加するためのダ
イアログで指定した内容が設定されます。
注※

activity の部分には，実際には receive 要素，reply 要素，invoke 要素などが入ります。

ビジネスプロセスの各アクティビティに変換される要素については，
「(2) 基本アクティビティに関連する
要素の変換」および「(3) 構造アクティビティに関連する要素の変換」を参照してください。
(b)

variables 要素の変換
variables 要素およびその下位要素・属性は，ビジネスプロセス（またはスコープ内）に設定されている変
数の定義に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を変数・相関セット一覧ダイアログで変更でき
ます。
!

注意事項
サービスプラットフォームでは，スコープ内のフォルト処理を構成するアクティビティの割当変数として定義で
きる変数は，フォルト処理のあるスコープの上位スコープで定義されている変数です。
そのため，BPEL ファイルの scope/faultHandlers 要素以下の要素で，変数として同じ scope 要素内の変数を
利用している場合，インポートしたあとにビジネスプロセスで割当変数を再定義してください。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，変数・相関セット一覧ダイアログの項目名
です。
表 E‒4

variables 要素の変換
ビジネスプロセスの定義内容

variables 要素の下位要素または属性
variable 要素

項目

説明

name 属性

変数名

変数の名称が設定されます。

messageType 属性

種別

この属性が定義されていた場合，type 属性は文字列
型（string）に変換されます。
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ビジネスプロセスの定義内容

variables 要素の下位要素または属性
variable 要素

項目

messageType 属性

種別

type 属性

種別

説明
そのため，変換後に変数の種別をメッセージ型
（XML）に変更し，電文フォーマットを登録する必要
があります。
次に示す変数の種別が設定されます。
• boolean の場合
「boolean」が設定されます。
• double で表現可能な型※の場合
「numeric」が設定されます。
• 上記以外または未定義の場合
「string」が設定されます。

−

部分指定

変数の部分指定には，値は設定されません。部分指
定を利用する場合，インポートしたあとに変数・相
関セット一覧ダイアログで設定してください。

（凡例）
−：該当する要素はありません。
注※
次の型が該当します。
int，short，byte，unsignedInt，unsignedShort，unsignedByte，float，double

(c)

correlationSets 要素の変換
correlationSets 要素の定義内容は，ビジネスプロセスの定義では「相関セット」に当たる情報です。BPEL
ファイルをインポートしてビジネスプロセスを作成しても値は設定されません。
ビジネスプロセスで相関セットを利用する場合，インポートしたあとに変数・相関セット一覧ダイアログで
相関セットを定義し，相関セットを使用するアクティビティの割当相関セット群ダイアログで相関セットを
割り当ててください。

(d) faultHandlers 要素の変換
faultHandlers 要素およびその下位要素・属性は，ビジネスプロセス内のフォルト処理の定義内容に変換さ
れます。変換後の定義内容は，フォルト処理の割当ダイアログで変更できます。
!

注意事項
• process 要素の直下に faultHandlers 要素が定義されている場合，最上位のビジネスプロセスにスコープが
作成され，そのスコープのフォルト処理として定義されます。その場合，process 要素の直下のアクティビ
ティは作成されたスコープ内に移動されます。
• scope 要素の配下に faultHandlers 要素が定義されている場合，上位のスコープ内にフォルト処理が設定さ
れます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，フォルト処理の割当ダイアログの項目名で
す。
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faultHandlers 要素の変換
ビジネスプロセスの定義内容

faultHandlers 要素の下位要素または
属性
catch 要素

catchAll 要素

項目

説明

faultVariable 属性

割当変数

変数については「(1)(b) variables 要素の変換」の
注意事項も参照してください。

activity ※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換
されます。

activity ※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換
されます。

割当変数

常に「catch-all」が設定されます。

遷移先

catch 要素または catchAll 要素が定義されている場
合，フォルト処理の遷移先が自動的に設定されます。

−
−

（凡例）
−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。
注※

activity の部分には，実際には receive 要素，reply 要素，invoke 要素などが入ります。

(2)

基本アクティビティに関連する要素の変換
BPEL ファイルに定義されている要素のうち，基本アクティビティに変換される要素の変換について次に説
明します。

(a)

receive 要素の変換
receive 要素およびその下位要素・属性は，受付アクティビティの定義内容に変換されます。インポートし
たあとは，定義内容を受付アクティビティダイアログで変更できます。
!

注意事項
次の条件を満たす receive 要素が複数定義されている場合，2 つ目以降の receive 要素は無操作アクティビティ
に変換されます。
• portType 属性が同一である
• operation 属性が同一である

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，受付アクティビティダイアログの項目名で
す。
表 E‒6

receive 要素の変換

receive 要素の下位要素または属性
operation 属性

ビジネスプロセスの定義内容
項目
オペレーション名

説明
portType 属性が異なり，かつ operation 属性が同一
の receive 要素がすでに定義されている場合，オペ
レーション名の末尾に<n>（n は 1 以上の整数）が
付与されます。
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ビジネスプロセスの定義内容

receive 要素の下位要素または属性

項目

説明

variable 属性

割当変数

変数については「(1)(b) variables 要素の変換」の
注意事項も参照してください。

createInstance 属性

インスタンス生成

属性値に関係なく「yes」に変換されます。

name 属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプ
ロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義
されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（n
は 1 以上の整数）が付与されます。

通信モデル

ビジネスプロセス定義の内容から判断して「同期」ま
たは「非同期」が設定されます。

−

（凡例）
−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。

(b)

reply 要素の変換
reply 要素およびその下位要素・属性は，応答アクティビティの定義内容に変換されます。インポートした
あとは，定義内容を応答アクティビティダイアログで変更できます。
変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，応答アクティビティダイアログの項目名で
す。
表 E‒7

reply 要素の変換
ビジネスプロセスの定義内容

reply 要素の下位要素または属性
operation 属性

項目
オペレーション名

説明
portType 属性と operation 属性が一致する
receive 要素のオペレーション名の末尾に<n>（n
は 1 以上の整数）が付与された場合（表 E-6 の
operation 属性を参照），reply 要素のオペレーショ
ン名の末尾にも同じ<n>が付与されます。
portType 属性と operation 属性が一致する，
receive 要素と reply 要素の変換について図 E-1
に示します。

variable 属性

割当変数

変数については「(1)(b) variables 要素の変換」
の注意事項も参照してください。

faultName 属性

フォルト名

プリフィックスが付与されている場合は，ローカル
名に変換されます。

name 属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネス
プロセス内に同一名称のアクティビティがすでに
定義されている場合，アクティビティ名の末尾に
<n>（n は 1 以上の整数）が付与されます。
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portType 属性と operation 属性が一致する receive 要素と reply 要素の変換

invoke 要素の変換
invoke 要素およびその下位要素・属性は，サービス呼出アクティビティの定義内容に変換されます。
invoke 要素の下位要素として，catch 要素または catchAll 要素が定義されている場合，これらはサービス
呼出アクティビティのフォルト処理（フォルトコネクションで連結したアクティビティ）に変換されます。
インポートしたあとは，サービス呼出アクティビティダイアログまたはフォルト処理の割当ダイアログから
定義内容を変更できます。
変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，サービス呼出アクティビティダイアログま
たはフォルト処理の割当ダイアログの項目名です。
表 E‒8

invoke 要素の変換

invoke 要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容
項目

説明

portType 属性

サービス名

該当するサービス部品やオペレーションがリ
ポジトリにある場合にだけ変換されます。
ローカル名に変換されます。

operation 属性

オペレーション名

該当するサービス部品やオペレーションがリ
ポジトリにある場合にだけ変換されます。

inputVariable 属性

要求電文用割当変数

サービス部品とオペレーションがリポジトリ
に存在する場合に設定されます。
変数については「(1)(b) variables 要素の変
換」の注意事項も参照してください。
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ビジネスプロセスの定義内容

invoke 要素の下位要素または属性
outputVariable 属性

項目

説明

応答電文用割当変数

サービス部品とオペレーションがリポジトリ
に存在し，かつ通信タイプが同期の場合に設
定されます。
変数については「(1)(b) variables 要素の変
換」の注意事項も参照してください。

name 属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジ
ネスプロセス内に同一名称のアクティビティ
がすでに定義されている場合，アクティビ
ティ名の末尾に<n>（n は 1 以上の整数）が
付与されます。

catch 要素

catchAll 要素

faultVariable 属
性

割当変数

activity ※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティ
に変換されます。

activity ※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティ
に変換されます。

割当変数

フォルト処理の割当ダイアログの項目です。

−

フォルト処理の割当ダイアログの項目です。
変数については「(1)(b) variables 要素の変
換」の注意事項も参照してください。

常に「catch-all」が設定されます。
（凡例）
−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。
注※

activity の部分には，実際には receive 要素，reply 要素，invoke 要素などが入ります。

(d)

assign 要素の変換
assign 要素およびその下位要素・属性は，代入アクティビティの定義内容に変換されます。インポートし
たあとは，定義内容を代入アクティビティダイアログまたは代入アクティビティサブダイアログで変更でき
ます。
変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，代入アクティビティダイアログまたは代入
アクティビティサブダイアログの項目名です。
表 E‒9

assign 要素の変換

assign 要素の下位要素または属性
name 属性
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ビジネスプロセスの定義内容
項目
アクティビティ名

説明
アクティビティの名称が設定されま
す。ビジネスプロセス内に同一名称
のアクティビティがすでに定義され
ている場合，アクティビティ名の末
尾に<n>（n は 1 以上の整数）が付
与されます。
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assign 要素の下位要素または属性
copy 要素

from 要
素
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variable 属性

項目

説明

名前（コピー元の変数）

代入アクティビティサブダイアログ
の項目です。
変数については「(1)(b) variables
要素の変換」の注意事項も参照して
ください。

expression 属
性

値（コピー元の式）

代入アクティビティサブダイアログ
の項目です。
variable 属性が定義されている場合
は変換されません。

値（コピー元の式）

タグ値※

代入アクティビティサブダイアログ
の項目です。
variable 属性および expression 属
性が定義されていない場合，タグ値
が式の値として設定されます。

to 要素

variable 属性

変数名（コピー先）

代入アクティビティサブダイアログ
の項目です。
変数については「(1)(b) variables
要素の変換」の注意事項も参照して
ください。

注※
from 要素のタグ値が変換元になります。

(e) empty 要素の変換
empty 要素は，無操作アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を無
操作アクティビティダイアログで変更できます。
変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，無操作アクティビティダイアログの項目名
です。
表 E‒10

empty 要素の変換

empty 要素の下位要素または属性
name 属性

(f)

ビジネスプロセスの定義内容
項目
アクティビティ名

説明
アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセ
ス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されてい
る場合，アクティビティ名の末尾に<n>（n は 1 以上の
整数）が付与されます。

throw 要素の変換
throw 要素およびその下位要素・属性は，フォルト送出アクティビティの定義内容に変換されます。イン
ポートしたあとは，定義内容をフォルト送出アクティビティダイアログで変更できます。
変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，フォルト送出アクティビティダイアログの
項目名です。
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表 E‒11

throw 要素の変換
ビジネスプロセスの定義内容

throw 要素の下位要素または属性

項目

説明

faultVariable 属性

割当変数

変数については「(1)(b) variables 要素の変換」の注意
事項も参照してください。

name 属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセ
ス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されてい
る場合，アクティビティ名の末尾に<n>（n は 1 以上の
整数）が付与されます。

(g)

wait 要素の変換
wait 要素は，待機アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を待機ア
クティビティダイアログで変更できます。
変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，待機アクティビティダイアログの項目名で
す。
表 E‒12

wait 要素の変換
ビジネスプロセスの定義内容

wait 要素の下位要素または属性

項目

説明

name 属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセ
ス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されてい
る場合，アクティビティ名の末尾に<n>（n は 1 以上の
整数）が付与されます。

for 属性※

式

待機する間隔の情報です。［間隔］が ON になります。

until 属性※

式

待機する期限の情報です。［期限］が ON になります。

注※
for 属性と until 属性の両方が定義されていた場合，for 属性が取り込まれ，until 属性が無視されます。また，for 属
性と until 属性の両方が定義されていない場合，［間隔］が ON になります。

(3) 構造アクティビティに関連する要素の変換
BPEL ファイルに定義されている要素のうち，構造アクティビティに変換される要素の変換について次に説
明します。
(a)

scope 要素の変換
scope 要素およびその下位要素・属性は，スコープアクティビティの定義内容に変換されます。インポー
トしたあとは，定義内容をスコープアクティビティダイアログで変更できます。
また，scope 要素内に定義されている変数，相関セット，フォルト処理，トランザクションの制御の情報
は，変数・相関セット一覧ダイアログおよびフォルト処理の割当ダイアログで変更できます。
変換の詳細を次の表に示します。
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scope 要素の変換
ビジネスプロセスの定義内容

scope 要素の下位要素または属性
name 属性

−

variables 要素

項目

説明

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセ
ス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されてい
る場合，アクティビティ名の末尾に<n>（n は 1 以上の
整数）が付与されます。

トランザクションの
制御

トランザクション制御を実行するかが設定されます。デ
フォルトでは，
［アクティビティ単位でコミットする］が
ON になります。

変数

スコープ内で利用する変数の情報です。
変数については「(1)(b) variables 要素の変換」を参照
してください。

correlationSets 要素

相関セット

スコープ内で利用する相関セットの情報です。
相関セットの情報については「(1)(c) correlationSets
要素の変換」を参照してください。

faultHandlers 要素

フォルト処理

スコープ内のフォルト処理の情報です。
フォルト処理の情報については「(1)(d) faultHandlers
要素の変換」を参照してください。

アクティビティ

activity ※

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換され
ます。

（凡例）
−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。
注※

activity の部分には，実際には receive 要素，reply 要素，invoke 要素などが入ります。

(b)

while 要素の変換
while 要素およびその下位要素・属性は，繰り返しアクティビティの定義内容に変換されます。インポート
したあとは，定義内容を繰り返しアクティビティダイアログおよび条件設定ダイアログで変更できます。
変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，繰り返しアクティビティダイアログまたは
条件設定ダイアログの項目名です。
表 E‒14

while 要素の変換
ビジネスプロセスの定義内容

while 要素の下位要素または属性

項目

説明

name 属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセ
ス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されてい
る場合，アクティビティ名の末尾に<n>（n は 1 以上の
整数）が付与されます。

condition 属性

条件式

条件設定ダイアログの条件式に値が設定されます。

activity ※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換され
ます。
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while 要素の下位要素または属性
−

ビジネスプロセスの定義内容
項目
最大繰り返し回数

説明
「100」が自動的に設定されます。

（凡例）
−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。
注※

activity の部分には，実際には receive 要素，reply 要素，invoke 要素などが入ります。

(c) switch 要素の変換
switch 要素およびその下位要素・属性は，分岐開始アクティビティの定義内容に変換されます。インポー

トしたあとは，定義内容を分岐アクティビティダイアログおよび条件設定ダイアログで変更できます。
!

注意事項
分岐終了アクティビティは，switch 要素以下が分岐開始アクティビティに変換されたときに自動的に設定されま
す。その際，分岐終了アクティビティの名称として，分岐開始アクティビティの名称に「_終了」を付けた名称
が設定されます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，分岐アクティビティダイアログまたは条件
設定ダイアログの項目名です。
表 E‒15

switch 要素の変換
ビジネスプロセスの定義内容

switch 要素の下位要素または属性
name 属性

case 要素

項目

説明

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロ
セス内に同一名称のアクティビティがすでに定義され
ている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（n は 1
以上の整数）が付与されます。

activity ※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換さ
れます。

condition 属
性

条件式

条件設定ダイアログの条件式に値が設定されます。

−

条件名

分岐アクティビティダイアログの項目です。
「condition<n>」が自動的に設定されます。<n>は分
岐内でユニークになる整数が設定されます。

−

優先順位

分岐アクティビティダイアログの項目です。
switch 要素内の条件の出現順に設定されます。

otherwise 要素

activity ※
−

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換さ
れます。

優先順位

分岐アクティビティダイアログの項目です。
default に設定されます。

−

遷移先

分岐アクティビティダイアログの項目です。
case 要素および otherwise 要素の定義から判断して
設定されます。
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（凡例）
−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。
注※

activity の部分には，実際には receive 要素，reply 要素，invoke 要素などが入ります。

(d)

flow 要素の変換
flow 要素およびその下位要素・属性は，並列処理開始アクティビティの定義内容に変換されます。インポー
トしたあとは，定義内容を並列処理アクティビティダイアログで変更できます。
!

注意事項
• リンクの定義（BPEL ファイル内の links 要素以下の定義）は変換されません。
• 並列処理終了アクティビティは，flow 要素以下が並列処理開始アクティビティに変換されたときに自動的に
設定されます。その際，並列処理終了アクティビティの名称として，並列処理開始アクティビティの名称に
「_終了」を付けた名称が設定されます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，並列処理アクティビティダイアログの項目
名です。
表 E‒16

flow 要素の変換

flow 要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容
項目

説明

name 属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプ
ロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義
されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（n
は 1 以上の整数）が付与されます。

activity ※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換
されます。

注※

activity の部分には，実際には receive 要素，reply 要素，invoke 要素などが入ります。

(e)

sequence 要素の変換
sequence 要素は，順次処理アクティビティの定義内容に変換されます。定義内容は変更できません。
なお，sequence 要素には，変換される下位属性はありません。
サービスプラットフォームでは，「5.6.17 順次処理アクティビティ」に相当する位置に記述された
sequence 要素だけが，ビジネスプロセスの定義に変換されます。

付録 E.2

BPEL2.0 のビジネスプロセス定義をインポートする場合

BPEL2.0 の場合の，BPEL ファイルのサポート範囲およびビジネスプロセス定義への変換ルールについて
説明します。
サービスプラットフォームでは，BPEL2.0 の場合の BPEL ファイルに定義されている要素および属性で，
一部サポートしていないものがあります。BPEL2.0 の場合の BPEL ファイルに定義されている要素および
属性について，サービスプラットフォームでのサポート有無を次の表に示します。
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表 E‒17
分
類
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ロ
セ
ス
全
体
の
定
義
に
関
す
る
要
素

BPEL ファイルに定義されている要素および属性のサポート有無（BPEL2.0 の場合）

要素
process 要素

下位要素または属性
name 属性

×

targetNamespace 属性

×

queryLanguage 属性

×

expressionLanguage 属性

×

suppressJoinFailure 属性

×

exitOnStandardFault 属性

×

partnerLinks 要素

×

correlationSets 要素

×

variables 要素

faultHandlers 要素

documentation 要素

×

variable 要素

name 属性

○

messageType 属性

○

type 属性

○

element 属性

×

documentation 要素

×

from 要素

×

documentation 要素

×

catch 要素

faultName 属性

×

faultVariable 属性

○

faultMessageType 属性

×

faultElement 属性

×

documentation 要素

×

activity ※1

○

documentation 要素

×

activity ※1

○

catchAll 要素
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サポート
有無

eventHandlers 要素

×

import 要素

×

messageExchanges 要素

×

documentation 要素

×

activity ※1

○
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類
基
本
ア
ク
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ィ
ビ
テ
ィ
に
関

要素
receive 要素

連
す
る
要
素

reply 要素

invoke 要素
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下位要素または属性

サポート
有無

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

partnerLink 属性

×

portType 属性

×

operation 属性

○

variable 属性

○

createInstance 属性

△

messageExchange 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

correlations 要素

×

fromParts 要素

×

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

partnerLink 属性

×

portType 属性

×

operation 属性

○

variable 属性

○

faultName 属性

○

messageExchange 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

correlations 要素

×

toParts 要素

×

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

partnerLink 属性

×

portType 属性

○

operation 属性

○

667

付録 E

分
類
基
本
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
に
関

上流設計ツールとの連携で使用する BPEL のサポート範囲

要素
invoke 要素

連
す
る
要
素

下位要素または属性
inputVariable 属性

○

outputVariable 属性

○

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

correlations 要素

×

toParts 要素

×

fromParts 要素

×

catch 要素

faultName 属性

×

faultVariable 属性

○

faultMessageType 属性

×

faultElement 属性

×

documentation 要素

×

activity ※1

○

documentation 要素

×

activity ※1

○

catchAll 要素

assign 要素

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

validate 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

copy 要素
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サポート
有無

keepSrcElementName 属性

×

ignoreMissingFromData 属性

×

documentation 要素

×

from 要素

variable 属性

○

expressionLanguage 属性

×

part 属性

×

partnerLink 属性

×

endpointReference 属性

×

property 属性

×
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copy 要素

from 要素

documentation 要素

×

literal 要素

○

query 要素

to 要素

連
す
る
要
素

empty 要素

throw 要素

wait 要素

サポート
有無

下位要素または属性

queryLanguage 属
性

×

variable 属性

○

part 属性

×

partnerLink 属性

×

expressionLanguage 属性

×

property 属性

×

documentation 要素

×

query 要素

×

queryLanguage 属
性

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

faultName 属性

×

faultVariable 属性

○

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

for 要素

○

└
until 要素

expressionLanguage 属性

×
○
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分
類
基
本
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
に
関
連
す
る
要
素

要素

サポート
有無

wait 要素

└

compensate 要

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

素※2

extensionActiv
ity 要素※2

rethrow 要素※2

exit 要素※2

validate 要素※
2

compensateSc
ope
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要素※2

anyElementQName ※3

expressionLanguage 属性

×

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

anyAttribute ※3

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

any ※3

×

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

variables 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×
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下位要素または属性

サポート
有無

target 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

exitOnStandardFault 属性

×

isolated 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

correlationSets 要素

×

連
す
る
要
素

連
す
る
要
素

variables 要素

faultHandlers 要素

documentation 要素

×

variable 要素

name 属性

○

messageType 属性

○

type 属性

○

element 属性

×

documentation 要素

×

from 要素

×

documentation 要素

×

catch 要素

faultName 属性

×

faultVariable 属性

○

faultMessageType 属性

×

faultElement 属性

×

documentation 要素

×
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要素
scope 要素

while 要素

下位要素または属性
faultHandlers 要素

activity ※1

○

catchAll 要素

documentation 要素

×

activity ※1

○
×

eventHandlers 要素

×

terminationHandler 要素

×

partnerLinks 要素

×

messageExchanges 要素

×

activity ※1

○

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

condition 要素

○
expressionLanguage 属性

×

activity ※1

○

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

condition 要素

○

└

expressionLanguage 属性

×

elseif 要素

documentation 要素

×

condition 要素

○

activity ※1

○

documentation 要素

×

activity ※1

○

activity ※1

○

else 要素
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catch 要素

compensationHandler 要素

└

if 要素

サポート
有無
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分
類
構
造
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
に
関
連
す
る
要
素

要素
flow 要素

sequence 要素

pick 要素※2

forEach 要素※2
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下位要素または属性

サポート
有無

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

links 要素

×

activity ※1

○

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

activity ※1

○

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

createInstance 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

onAlarm 要素

×

onMessage 要素

×

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

counterName 属性

×

parallel 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

startCounterValue 要素

×

finalCounterValue 要素

×

completionCondition 要素

×
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分
類
構
造
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
に
関

要素

サポート
有無

下位要素または属性

forEach 要素※2

scope 要素

×

repeatUntil 要

name 属性

○

suppressJoinFailure 属性

×

target 要素

×

source 要素

×

documentation 要素

×

condition 要素

×

素※2

連
す
る
要
素
（凡例）

○：サポートしています。
△：制限付きでサポートしています。
×：サポートしていません。
注※1

activity の部分には，実際には receive 要素，reply 要素，invoke 要素などが入ります。
注※2
未サポートアクティビティのため，name 属性だけを反映した無操作アクティビティとして取り込まれます。
注※3

anyElementQName の部分には，実際には拡張アクティビティを表す要素が入ります。anyAttribute は拡張アク
ティビティ固有の属性，any は拡張アクティビティ固有の要素を示します。

(1)

ビジネスプロセス全体の定義に関連する要素の変換
BPEL ファイルに定義されている要素のうち，ビジネスプロセス全体に関連する内容（ビジネスプロセスそ
のものの設定，利用する変数など）の変換について次に説明します。

(a) process 要素の変換
process 要素およびその下位要素・属性は，ビジネスプロセス全体の定義に関連する内容に変換されます。
変換の詳細を次の表に示します。
表 E‒18

process 要素の変換
ビジネスプロセスの定義内容

BPEL ファイルの要素
process 要素
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定義内容

説明

variables 要素

変数

詳細は「(1)(b) variables 要素の変換」
を参照してください。

correlationSets 要素

相関セット

詳細は「(1)(c) correlationSets 要素の
変換」を参照してください。
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ビジネスプロセスの定義内容

BPEL ファイルの要素
process 要素
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定義内容

説明

faultHandlers 要素

フォルト処理

詳細は「(1)(d) faultHandlers 要素の
変換」を参照してください。

activity ※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティ
ビティに変換されます。

−

ビジネスプロセス名

ビジネスプロセス定義を追加するため
のダイアログで指定したビジネスプロ
セス名が設定されます。

−

ビジネスプロセスのバージョン

−

永続化

「1」が設定されます。
ビジネスプロセス定義を追加するため
のダイアログで指定した永続化の有無
が設定されます。

（凡例）
−：該当する要素はありません。定義内容は，自動設定されるか，またはビジネスプロセス定義を追加するためのダ
イアログで指定した内容が設定されます。
注※

activity の部分には，実際には receive 要素，reply 要素，invoke 要素などが入ります。

ビジネスプロセスの各アクティビティに変換される要素については，
「(2) 基本アクティビティに関連する
要素の変換」および「(3) 構造アクティビティに関連する要素の変換」を参照してください。
(b)

variables 要素の変換
variables 要素およびその下位要素・属性は，ビジネスプロセス（またはスコープ内）に設定されている変
数の定義に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を変数・相関セット一覧ダイアログで変更でき
ます。
!

注意事項
サービスプラットフォームでは，スコープ内のフォルト処理を構成するアクティビティの割当変数として定義で
きる変数は，フォルト処理のあるスコープの上位スコープで定義されている変数です。
そのため，BPEL ファイルの scope/faultHandlers 要素以下の要素で，変数として同じ scope 要素内の変数を
利用している場合，インポートしたあとにビジネスプロセスで割当変数を再定義してください。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，変数・相関セット一覧ダイアログの項目名
です。
表 E‒19

variables 要素の変換
ビジネスプロセスの定義内容

variables 要素の下位要素または属性
variable 要素

項目

説明

name 属性

変数名

変数の名称が設定されます。

messageType 属性

種別

この属性が定義されていた場合，type 属性は文字列
型（string）に変換されます。
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ビジネスプロセスの定義内容

variables 要素の下位要素または属性
variable 要素

項目

messageType 属性

種別

type 属性

種別

説明
そのため，変換後に変数の種別をメッセージ型
（XML）に変更し，電文フォーマットを登録する必要
があります。
次に示す変数の種別が設定されます。
• boolean の場合
「boolean」が設定されます。
• double で表現可能な型※の場合
「numeric」が設定されます。
• 上記以外または未定義の場合
「string」が設定されます。

−

部分指定

変数の部分指定には，値は設定されません。部分指
定を利用する場合，インポートしたあとに変数・相
関セット一覧ダイアログで設定してください。

（凡例）
−：該当する要素はありません。
注※
次の型が該当します。
int，short，byte，unsignedInt，unsignedShort，unsignedByte，float，double

(c)

correlationSets 要素の変換
correlationSets 要素の定義内容は，ビジネスプロセスの定義では「相関セット」に当たる情報です。BPEL
ファイルをインポートしてビジネスプロセスを作成しても値は設定されません。
ビジネスプロセスで相関セットを利用する場合，インポートしたあとに変数・相関セット一覧ダイアログで
相関セットを定義し，相関セットを使用するアクティビティの割当相関セット群ダイアログで相関セットを
割り当ててください。

(d) faultHandlers 要素の変換
faultHandlers 要素およびその下位要素・属性は，ビジネスプロセス内のフォルト処理の定義内容に変換さ
れます。変換後の定義内容は，フォルト処理の割当ダイアログで変更できます。
!

注意事項
• process 要素の直下に faultHandlers 要素が定義されている場合，最上位のビジネスプロセスにスコープが
作成され，そのスコープのフォルト処理として定義されます。その場合，process 要素の直下のアクティビ
ティは作成されたスコープ内に移動されます。
• scope 要素の配下に faultHandlers 要素が定義されている場合，上位のスコープ内にフォルト処理が設定さ
れます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，フォルト処理の割当ダイアログの項目名で
す。
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表 E‒20

faultHandlers 要素の変換
ビジネスプロセスの定義内容

faultHandlers 要素の下位要素または
属性
catch 要素

catchAll 要素
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項目

説明

faultVariable 属性

割当変数

変数については「(1)(b) variables 要素の変換」の
注意事項も参照してください。

activity ※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換
されます。

activity ※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換
されます。

割当変数

常に「catch-all」が設定されます。

遷移先

catch 要素または catchAll 要素が定義されている場
合，フォルト処理の遷移先が自動的に設定されます。

−
−

（凡例）
−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。
注※

activity の部分には，実際には receive 要素，reply 要素，invoke 要素などが入ります。

(2)

基本アクティビティに関連する要素の変換
BPEL ファイルに定義されている要素のうち，基本アクティビティに変換される要素の変換について次に説
明します。

(a)

receive 要素の変換
receive 要素およびその下位要素・属性は，受付アクティビティの定義内容に変換されます。インポートし
たあとは，定義内容を受付アクティビティダイアログで変更できます。
!

注意事項
次の条件を満たす receive 要素が複数定義されている場合，2 つ目以降の receive 要素は無操作アクティビティ
に変換されます。
• portType 属性が同一である
• operation 属性が同一である

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，受付アクティビティダイアログの項目名で
す。
表 E‒21

receive 要素の変換

receive 要素の下位要素または属性
operation 属性

ビジネスプロセスの定義内容
項目
オペレーション名

説明
portType 属性が異なり，かつ operation 属性が同一
の receive 要素がすでに定義されている場合，オペ
レーション名の末尾に<n>（n は 1 以上の整数）が
付与されます。
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ビジネスプロセスの定義内容

receive 要素の下位要素または属性

項目

説明

variable 属性

割当変数

変数については「(1)(b) variables 要素の変換」の
注意事項も参照してください。

createInstance 属性

インスタンス生成

属性値に関係なく「yes」に変換されます。

name 属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプ
ロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義
されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（n
は 1 以上の整数）が付与されます。

通信モデル

ビジネスプロセス定義の内容から判断して「同期」ま
たは「非同期」が設定されます。

−

（凡例）
−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。

(b)

reply 要素の変換
reply 要素およびその下位要素・属性は，応答アクティビティの定義内容に変換されます。インポートした
あとは，定義内容を応答アクティビティダイアログで変更できます。
変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，応答アクティビティダイアログの項目名で
す。
表 E‒22

reply 要素の変換
ビジネスプロセスの定義内容

reply 要素の下位要素または属性
operation 属性

項目
オペレーション名

説明
portType 属性と operation 属性が一致する
receive 要素のオペレーション名の末尾に<n>（n
は 1 以上の整数）が付与された場合（表 E-21 の
operation 属性を参照），reply 要素のオペレーショ
ン名の末尾にも同じ<n>が付与されます。
portType 属性と operation 属性が一致する，
receive 要素と reply 要素の変換について図 E-2
に示します。

variable 属性

割当変数

変数については「(1)(b) variables 要素の変換」
の注意事項も参照してください。

faultName 属性

フォルト名

プリフィックスが付与されている場合は，ローカル
名に変換されます。

name 属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネス
プロセス内に同一名称のアクティビティがすでに
定義されている場合，アクティビティ名の末尾に
<n>（n は 1 以上の整数）が付与されます。
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(c)
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portType 属性と operation 属性が一致する receive 要素と reply 要素の変換

invoke 要素の変換
invoke 要素およびその下位要素・属性は，サービス呼出アクティビティの定義内容に変換されます。
invoke 要素の下位要素として，catch 要素または catchAll 要素が定義されている場合，これらはサービス
呼出アクティビティのフォルト処理（フォルトコネクションで連結したアクティビティ）に変換されます。
インポートしたあとは，サービス呼出アクティビティダイアログまたはフォルト処理の割当ダイアログから
定義内容を変更できます。
変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，サービス呼出アクティビティダイアログま
たはフォルト処理の割当ダイアログの項目名です。
表 E‒23

invoke 要素の変換

invoke 要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容
項目

説明

portType 属性

サービス名

該当するサービス部品やオペレーションがリ
ポジトリにある場合にだけ変換されます。
ローカル名に変換されます。

operation 属性

オペレーション名

該当するサービス部品やオペレーションがリ
ポジトリにある場合にだけ変換されます。

inputVariable 属性

要求電文用割当変数

サービス部品とオペレーションがリポジトリ
に存在する場合に設定されます。
変数については「(1)(b) variables 要素の変
換」の注意事項も参照してください。
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ビジネスプロセスの定義内容

invoke 要素の下位要素または属性
outputVariable 属性

項目

説明

応答電文用割当変数

サービス部品とオペレーションがリポジトリ
に存在し，かつ通信タイプが同期の場合に設
定されます。
変数については「(1)(b) variables 要素の変
換」の注意事項も参照してください。

name 属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジ
ネスプロセス内に同一名称のアクティビティ
がすでに定義されている場合，アクティビ
ティ名の末尾に<n>（n は 1 以上の整数）が
付与されます。

catch 要素

catchAll 要素

faultVariable 属
性

割当変数

activity ※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティ
に変換されます。

activity ※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティ
に変換されます。

割当変数

フォルト処理の割当ダイアログの項目です。

−

フォルト処理の割当ダイアログの項目です。
変数については「(1)(b) variables 要素の変
換」の注意事項も参照してください。

常に「catch-all」が設定されます。
（凡例）
−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。
注※

activity の部分には，実際には receive 要素，reply 要素，invoke 要素などが入ります。

(d)

assign 要素の変換
assign 要素およびその下位要素・属性は，代入アクティビティの定義内容に変換されます。インポートし
たあとは，定義内容を代入アクティビティダイアログまたは代入アクティビティサブダイアログで変更でき
ます。
変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，代入アクティビティダイアログまたは代入
アクティビティサブダイアログの項目名です。
表 E‒24

assign 要素の変換

assign 要素の下位要素または属性
name 属性

copy 要素
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ビジネスプロセスの定義内容
項目
アクティビティ名

from 要
素

variable 属性

説明
アクティビティの名称が設定されます。ビジネス
プロセス内に同一名称のアクティビティがすでに
定義されている場合，アクティビティ名の末尾に
<n>（n は 1 以上の整数）が付与されます。

名前（コピー元の変数） 代入アクティビティサブダイアログの項目です。
代入アクティビティサブダイアログに設定される
値は，variable 属性，literal 要素，および query
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ビジネスプロセスの定義内容

assign 要素の下位要素または属性
copy 要素

from 要
素

variable 属性
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項目

説明

名前（コピー元の変数） 要素の指定によって異なります。詳細は，表 E-25
を参照してください。
変数については「(1)(b) variables 要素の変換」
の注意事項も参照してください。

literal 要素

値（コピー元の式）

代入アクティビティサブダイアログの項目です。
代入アクティビティサブダイアログに設定される
値は，variable 属性，literal 要素，および query
要素の指定によって異なります。詳細は，表 E-25
を参照してください。

query 要素

値（コピー元の式）

代入アクティビティサブダイアログの項目です。
代入アクティビティサブダイアログに設定される
値は，variable 属性，literal 要素，および query
要素の指定によって異なります。詳細は，表 E-25
を参照してください。

to 要素

variable 属性

変数名（コピー先）

代入アクティビティサブダイアログの項目です。
変数については「(1)(b) variables 要素の変換」
の注意事項も参照してください。

variable 属性，literal 要素，および query 要素の指定によって，代入アクティビティサブダイアログに設
定される値を次の表に示します。
表 E‒25
項番

代入アクティビティサブダイアログに設定される値
assign 要素下の from 要素の属性

代入アクティビティサブダイアログに設定される値

variable 属性

literal 要素

query 要素

1

×

×

×

2

○

×

×

［コピー元］の［変数］の［名前］に，variable 属性で指定し
た値が設定されます。

3

×

○

×

［コピー元］の［式］の［値］に，literal 要素で指定した値が
設定されます。

4

×

×

○

［コピー元］の［式］の［値］に，query 要素で指定した値が
設定されます。

5

○

○

×

［コピー元］の［変数］の［名前］に，variable 属性で指定し
た値が設定されます。

6

○

×

○

［コピー元］の［式］の［値］に，query 要素で指定した値が
設定されます。

7

×

○

○

assign 要素は変換されません（エラーが発生します）。

8

○

○

○

assign 要素は変換されません（エラーが発生します）。

設定されません。

（凡例）
○：値を指定していることを示します。
×：値を指定していないことを示します。
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(e) empty 要素の変換
empty 要素は，無操作アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を無
操作アクティビティダイアログで変更できます。
変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，無操作アクティビティダイアログの項目名
です。
表 E‒26

empty 要素の変換

empty 要素の下位要素または属性
name 属性

(f)

ビジネスプロセスの定義内容
項目
アクティビティ名

説明
アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセ
ス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されてい
る場合，アクティビティ名の末尾に<n>（n は 1 以上の
整数）が付与されます。

throw 要素の変換
throw 要素およびその下位要素・属性は，フォルト送出アクティビティの定義内容に変換されます。イン
ポートしたあとは，定義内容をフォルト送出アクティビティダイアログで変更できます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，フォルト送出アクティビティダイアログの
項目名です。
表 E‒27

throw 要素の変換

throw 要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容
項目

説明

faultVariable 属性

割当変数

変数については「(1)(b) variables 要素の変換」の注意
事項も参照してください。

name 属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセ
ス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されてい
る場合，アクティビティ名の末尾に<n>（n は 1 以上の
整数）が付与されます。

(g)

wait 要素の変換
wait 要素は，待機アクティビティの定義内容に変換されます。インポートしたあとは，定義内容を待機ア
クティビティダイアログで変更できます。
変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，待機アクティビティダイアログの項目名で
す。
表 E‒28

wait 要素の変換

wait 要素の下位要素または属性
name 属性
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wait 要素の下位要素または属性

項目

説明

name 属性

アクティビティ名

る場合，アクティビティ名の末尾に<n>（n は 1 以上の
整数）が付与されます。

for 要素※

式

待機する間隔の情報です。［間隔］が ON になります。

until 要素※

式

待機する期限の情報です。［期限］が ON になります。

注※
for 要素と until 要素の両方が定義されていた場合，for 要素が取り込まれ，until 要素が無視されます。また，for 要
素と until 要素の両方が定義されていない場合，［間隔］が ON になります。

(3) 構造アクティビティに関連する要素の変換
BPEL ファイルに定義されている要素のうち，構造アクティビティに変換される要素の変換について次に説
明します。
(a)

scope 要素の変換
scope 要素およびその下位要素・属性は，スコープアクティビティの定義内容に変換されます。インポー
トしたあとは，定義内容をスコープアクティビティダイアログで変更できます。
また，scope 要素内に定義されている変数，相関セット，フォルト処理，トランザクションの制御の情報
は，変数・相関セット一覧ダイアログおよびフォルト処理の割当ダイアログで変更できます。
変換の詳細を次の表に示します。
表 E‒29

scope 要素の変換
ビジネスプロセスの定義内容

scope 要素の下位要素または属性
name 属性

−

variables 要素

項目

説明

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセ
ス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されてい
る場合，アクティビティ名の末尾に<n>（n は 1 以上の
整数）が付与されます。

トランザクションの
制御

トランザクション制御を実行するかが設定されます。デ
フォルトでは，
［アクティビティ単位でコミットする］が
ON になります。

変数

スコープ内で利用する変数の情報です。
変数については「(1)(b) variables 要素の変換」を参照
してください。

correlationSets 要素

相関セット

スコープ内で利用する相関セットの情報です。
相関セットの情報については「(1)(c) correlationSets
要素の変換」を参照してください。

faultHandlers 要素

フォルト処理

スコープ内のフォルト処理の情報です。
フォルト処理の情報については「(1)(d) faultHandlers
要素の変換」を参照してください。
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ビジネスプロセスの定義内容

scope 要素の下位要素または属性

項目

アクティビティ

activity ※

説明
ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換され
ます。

（凡例）
−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。
注※

activity の部分には，実際には receive 要素，reply 要素，invoke 要素などが入ります。

(b)

while 要素の変換
while 要素およびその下位要素・属性は，繰り返しアクティビティの定義内容に変換されます。インポート
したあとは，定義内容を繰り返しアクティビティダイアログおよび条件設定ダイアログで変更できます。
変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，繰り返しアクティビティダイアログまたは
条件設定ダイアログの項目名です。
表 E‒30

while 要素の変換
ビジネスプロセスの定義内容

while 要素の下位要素または属性

項目

説明

name 属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセ
ス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されてい
る場合，アクティビティ名の末尾に<n>（n は 1 以上の
整数）が付与されます。

condition 要素

条件式

条件設定ダイアログの条件式に値が設定されます。

activity ※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換され
ます。

−

最大繰り返し回数

「100」が自動的に設定されます。

（凡例）
−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。
注※

activity の部分には，実際には receive 要素，reply 要素，invoke 要素などが入ります。

(c) if 要素の変換
if 要素およびその下位要素・属性は，分岐開始アクティビティの定義内容に変換されます。インポートした
あとは，定義内容を分岐アクティビティダイアログおよび条件設定ダイアログで変更できます。
!

注意事項
分岐終了アクティビティは，if 要素以下が分岐開始アクティビティに変換されたときに自動的に設定されます。
その際，分岐終了アクティビティの名称として，分岐開始アクティビティの名称に「_終了」を付けた名称が設
定されます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，分岐アクティビティダイアログまたは条件
設定ダイアログの項目名です。

684

付録 E

表 E‒31

上流設計ツールとの連携で使用する BPEL のサポート範囲

if 要素の変換
ビジネスプロセスの定義内容

if 要素の下位要素または属性

項目

説明

name 属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプロセ
ス内に同一名称のアクティビティがすでに定義されてい
る場合，アクティビティ名の末尾に<n>（n は 1 以上の
整数）が付与されます。

condition 要素

条件式

条件設定ダイアログの条件式に値が設定されます。

activity ※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換され
ます。

優先順位

分岐アクティビティダイアログの項目です。

−

常に「1」が設定されます。
elseif 要素

condition 要素

条件式

条件設定ダイアログの条件式に値が設定されます。

activity ※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換され
ます。

−

条件名

分岐アクティビティダイアログの項目です。
「condition<n>」が自動的に設定されます。<n>は分岐
内でユニークになる整数が設定されます。

−

優先順位

分岐アクティビティダイアログの項目です。
出現順に「2」から順に設定されます。

else 要素

activity ※
−

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換され
ます。

優先順位

分岐アクティビティダイアログの項目です。
default に設定されます。

（凡例）
−：該当する要素はありません。定義内容は自動で設定されます。
注※

activity の部分には，実際には receive 要素，reply 要素，invoke 要素などが入ります。

(d)

flow 要素の変換
flow 要素およびその下位要素・属性は，並列処理開始アクティビティの定義内容に変換されます。インポー
トしたあとは，定義内容を並列処理アクティビティダイアログで変更できます。
!

注意事項
• リンクの定義（BPEL ファイル内の links 要素以下の定義）は変換されません。
• 並列処理終了アクティビティは，flow 要素以下が並列処理開始アクティビティに変換されたときに自動的に
設定されます。その際，並列処理終了アクティビティの名称として，並列処理開始アクティビティの名称に
「_終了」を付けた名称が設定されます。

変換の詳細を次の表に示します。表内の「項目」に示す名称は，並列処理アクティビティダイアログの項目
名です。
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表 E‒32

flow 要素の変換

flow 要素の下位要素または属性

ビジネスプロセスの定義内容
項目

説明

name 属性

アクティビティ名

アクティビティの名称が設定されます。ビジネスプ
ロセス内に同一名称のアクティビティがすでに定義
されている場合，アクティビティ名の末尾に<n>（n
は 1 以上の整数）が付与されます。

activity ※

アクティビティ

ビジネスプロセスを構成するアクティビティに変換
されます。

注※

activity の部分には，実際には receive 要素，reply 要素，invoke 要素などが入ります。

(e)

sequence 要素の変換
sequence 要素は，順次処理アクティビティの定義内容に変換されます。定義内容は変更できません。
なお，sequence 要素には，変換される下位属性はありません。
サービスプラットフォームでは，「5.6.17 順次処理アクティビティ」に相当する位置に記述された
sequence 要素だけが，ビジネスプロセスの定義に変換されます。
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サービスアダプタを利用した HTTP ヘッダおよび
Cookie 情報の引き継ぎ

サービスアダプタの HTTP ヘッダ引き継ぎ機能を使用して，ビジネスプロセスで HTTP ヘッダおよび
Cookie 情報を引き継ぐ方法について説明します。
なお，HTTP ヘッダ引き継ぎ機能の概要については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の
「2.2.5 Web サービス（SOAP 通信）の場合の HTTP ヘッダ引き継ぎ」を参照してください。
ここでは，次のビジネスプロセスで HTTP ヘッダおよび Cookie 情報を引き継ぐ場合を例に，ビジネスプ
ロセスの定義方法について説明します。
図 F‒1

Cookie 情報の引き継ぎに使用するビジネスプロセス

ビジネスプロセスの定義の流れを次に示します。
1. アクティビティを定義する
2. ヘッダ変数のスキーマを作成する
3. ヘッダ変数を作成する
4. サービス呼出アクティビティに割当変数を設定する
5. 変換元変数と変換先変数をマッピングする
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アクティビティの定義
ビジネスプロセス定義画面でアクティビティを配置します。アクティビティの配置および連結方法につい
ては，「5.4 アクティビティの配置と連結」を参照してください。

(2)

ヘッダ変数のスキーマ作成
HTTP リクエスト用ヘッダ変数および HTTP レスポンス用ヘッダ変数のスキーマを作成します。作成す
るスキーマは，次に示す目的に応じて，サービスプラットフォームが提供するテンプレートファイルを使い
分けます。
• Cookie 情報を編集しないですべて一括して引き継ぎたい。
• 編集できる状態で Cookie 名ごとに分けて引き継ぎたい。
また，SOAP1.1 モードを利用して「JSESSIONID」の Cookie を送受信する場合，クライアント定義ファ
イルの c4web.application.app_maintainsession を true に変更してください。クライアント定義ファイ
ルの詳細については，マニュアル「アプリケーションサーバ SOAP アプリケーション開発の手引」の
「10.3 クライアント定義ファイルの設定」を参照してください。

(a)

HTTP リクエスト用ヘッダ変数のスキーマ
HTTP リクエスト用ヘッダ変数のスキーマを作成します。斜体部分が変更個所です。
• HTTP ヘッダリクエスト部分の定義（Cookie 情報を一括で扱う場合）
テンプレートファイルの格納先：
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSC\schema\soap
\soap_http_header_request1.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd. -->
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_request"
xmlns:hrc="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_request"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:include schemaLocation="soap_cookie_request1.xsd※1 "/>
<xsd:element name="HTTPHeader_request">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Cookies" type="hrc:Cookie_types※2 " minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="HTTPHeader" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:any namespace="##any" processContents="skip"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

注※1
Cookie 要素を定義する include 対象のスキーマファイル名に変更します。
注※2
include 対象の name 属性に合わせて変更します。
• Cookie 情報部分を一括で扱う場合に使用する定義（Cookies 要素に include される部分）
テンプレートファイルの格納先：
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSC\schema\soap
\soap_cookie_request1.xsd
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd. -->
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_request"
xmlns:hrc="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_request"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:complexType name="Cookie_types※ ">
<xsd:sequence>
<xsd:any namespace="##any" processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

注※
受信予定の Cookie 名の name 属性を記述します。
• HTTP ヘッダリクエスト部分の定義（Cookie 情報を個別に扱う場合）
テンプレートファイルの格納先：
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSC\schema\soap
\soap_http_header_request2.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd. -->
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_request"
xmlns:hrc="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_request"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:include schemaLocation="soap_cookie_request2.xsd※1 "/>
<xsd:element name="HTTPHeader_request">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Cookies" type="hrc:Cookie_types※2 " minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="HTTPHeader" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:any namespace="##any" processContents="skip"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

注※1
Cookie 要素を定義する include 対象のスキーマファイル名に変更します。
注※2
include 対象の name 属性に合わせて変更します。
• Cookie 情報部分を個別に扱う場合に使用する定義（Cookies 要素に include される部分）
テンプレートファイルの格納先：
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSC\schema\soap
\soap_cookie_request2.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd. -->
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_request"
xmlns:hrc="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_request"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:complexType name="Cookie_types※1 ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Cookie" type="hrc:Cookie_type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"※2 />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Cookie_type">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="xsd:string">
<xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="optional"/>
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<xsd:attribute name="path" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="host" type="xsd:string" use="optional"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

注※1
受信予定の Cookie 名の name 属性を記述します。
注※2
定義できる要素数の上限と下限を maxOccurs 属性および minOccurs 属性で設定します。
HTTP リクエストヘッダ設定用のスキーマの内容を次に示します。
表 F‒1
#

HTTP リクエストヘッダ設定用のスキーマの内容
タグ名

型

出現回数

説明

1

HTTPHeader_request

−

1回

2

├<Cookies>

−

0 または 1 回

HTTP リクエストヘッダ内に格納された Cookie 情報を取
得して格納します。

−

0 または 1 回

HTTP リクエストヘッダ内に格納された拡張ヘッダを取得
して格納します。HTTP リクエストヘッダにある拡張ヘッ
ダは無視します。

｜

−

｜
3

└<HTTPHeader>

（凡例）
−：該当する説明はありません。

(b)

HTTP レスポンス用ヘッダ変数のスキーマ
HTTP レスポンス用ヘッダ変数のスキーマを作成します。斜体部分が変更個所です。
• HTTP ヘッダレスポンス部分の定義（Cookie 情報を一括で扱う場合）
テンプレートファイルの格納先：
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSC\schema\soap
\soap_http_header_response1.xsd

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd. -->
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_response"
xmlns:hrc="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_response"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:include schemaLocation="soap_cookie_response1.xsd※1 "/>
<xsd:element name="HTTPHeader_response">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Cookies" type="hrc:Cookie_types※2 " minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="HTTPHeader" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:any namespace="##any" processContents="skip"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
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注※1
Cookie 要素を定義する include 対象のスキーマファイル名に変更します。
注※2
include 対象の name 属性に合わせて変更します。
• Cookie 情報部分を一括で扱う場合に使用する定義（Cookies 要素に include される部分）
テンプレートファイルの格納先：
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSC\schema\soap
\soap_cookie_response1.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd. -->
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_response"
xmlns:hrc="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_response"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:complexType name="Cookie_types※ ">
<xsd:sequence>
<xsd:any namespace="##any" processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

注※
受信予定の Cookie 名の name 属性を記述します。
• HTTP ヘッダレスポンス部分の定義（Cookie 情報を個別に扱う場合）
テンプレートファイルの格納先：
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSC\schema\soap
\soap_http_header_response2.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd. -->
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_response"
xmlns:hrc="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_response"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:include schemaLocation="soap_cookie_response2.xsd※1 "/>
<xsd:element name="HTTPHeader_response">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Cookies" type="hrc:Cookie_types※2 " minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="HTTPHeader" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:any namespace="##any" processContents="skip"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

注※1
Cookie 要素を定義する include 対象のスキーマファイル名に変更します。
注※2
include 対象の name 属性に合わせて変更します。
• Cookie 情報部分を個別に扱う場合に使用する定義（Cookies 要素に include される部分）
テンプレートファイルの格納先：
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSC\schema\soap
\soap_cookie_response2.xsd
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- All Rights Reserved. Copyright (C) 2012, Hitachi, Ltd. -->
<xsd:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_response"
xmlns:hrc="http://www.hitachi.co.jp/soft/xml/cosminexus/csc/soap/http/header_response"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:complexType name="Cookie_types※1 ">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Cookie" type="hrc:Cookie_type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"※2 />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Cookie_type">
<xsd:simpleContent>
<xsd:extension base="xsd:string">
<xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="path" type="xsd:string" use="optional"/>
<xsd:attribute name="host" type="xsd:string" use="optional"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

注※1
受信予定の Cookie 名の name 属性を記述します。
注※2
定義できる要素数の上限と下限を maxOccurs 属性および minOccurs 属性で設定します。
HTTP レスポンスヘッダ設定用のスキーマの内容を次に示します。
表 F‒2
#

HTTP レスポンスヘッダ設定用のスキーマの内容
タグ名

型

出現回数

説明

1

HTTPHeader_response

−

1回

2

├<Cookies>

−

0 または 1 回

HTTP レスポンスヘッダ内に格納された Cookie 情報を取
得して格納します。HTTP レスポンスヘッダにある SetCookie 属性は削除されます。

−

0 または 1 回

HTTP レスポンスヘッダ内に格納された拡張ヘッダを取得
して格納します。HTTP レスポンスヘッダにある拡張ヘッ
ダは削除されます。

｜
｜

−

｜
3

└<HTTPHeader>

（凡例）
−：該当する説明はありません。

(3)

ヘッダ変数の作成
HTTP リクエスト用ヘッダ変数および HTTP レスポンス用ヘッダ変数を作成します。作成手順を次に示
します。
1. ビジネスプロセス定義画面のキャンバス上の［変数・相関セット］アイコンをダブルクリックします。
変数・相関セット一覧ダイアログが表示されます。変数・相関セット一覧ダイアログの詳細は，マニュ
アル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.1 変数・相関セット一覧ダイアログ」を参
照してください。
2. 一覧から［変数一覧］を選択します。
3. 変数名に任意の名称を入力します。
4.［種別］ドロップダウンリストから［XML］を選択します。
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5.［...］ボタンをクリックして，
「(2)
変数のスキーマを設定します。
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ヘッダ変数のスキーマ作成」で作成した HTTP リクエスト用ヘッダ

6.［部分指定］チェックボックスにチェックします。
7.［行追加］ボタンをクリックし，部分名，指定式，および型を指定します。
8.［追加］ボタンをクリックします。
変数一覧に，追加した変数が表示されます。
9. 手順 3.〜8.と同様の手順で HTTP レスポンス用ヘッダ変数を作成します。
10.［OK］ボタンをクリックします。

(4)

サービス呼出アクティビティへの割当変数の設定
サービス呼出アクティビティのヘッダ割当変数に，作成した要求電文用および応答電文用の変数を設定しま
す。
1. ビジネスプロセス定義画面でサービス呼出アクティビティ「サービス呼出 1」をダブルクリックします。
サービス呼出アクティビティダイアログが表示されます。サービス呼出アクティビティダイアログの
詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「1.4.9 サービス呼出アクティビ
ティダイアログ」を参照してください。
2.［要求電文］の［ヘッダ割当変数］の［設定］ボタンをクリックします。
要求電文用ヘッダ割当変数ダイアログが表示されます。
3.［追加］ボタンをクリックします。
割当変数を設定するための行が追加されます。
4.［割当変数］欄をクリックし，サービス呼出 1 に割り当てるリクエスト用の割当変数を選択します。
5.［ルート要素］欄をクリックし，ルート要素を選択します。
6.［名前空間］欄に表示される割当変数の名前空間を確認します。
7.［OK］ボタンをクリックします。
8. 手順 2.〜7.と同様の手順で［応答電文］のヘッダ割当変数にリクエスト用の割当変数を設定します。
9. 手順 1.〜8.と同様の手順でサービス呼出アクティビティ「サービス呼出 2」
「サービス呼出 3」にもリク
エスト用とレスポンス用の割当変数を設定します。

(5)

変換元変数と変換先変数のマッピング
データ変換定義画面で変換元スキーマと変換先スキーマをマッピングします。
サービス呼出 1 とサービス呼出 2 の間で Cookie 情報を引き継ぐには，サービス呼出 1 の応答電文に設定
した割当変数と，サービス呼出 2 の要求電文に設定した割当変数をマッピングします。
同様に，サービス呼出 2 とサービス呼出 3 の間で Cookie 情報を引き継ぐには，サービス呼出 2 の応答電
文に設定した割当変数と，サービス呼出 3 の要求電文に設定した割当変数をマッピングします。
また，サービス呼出 3 と応答 1 の間で Cookie 情報を引き継ぐには，サービス呼出 3 の応答電文に設定し
た割当変数と，応答 1 に設定した割当変数をマッピングします。
手順を次に示します。
1. データ変換アクティビティ「データ変換 1」を右クリックし，［マッピング定義起動］を選択します。
2. 変換元変数のノードと変換先変数のノードをマッピングします。
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引き継ぐデータを編集する場合は，各ファンクションを配置してデータを編集できます。
3. 手順 1.〜2.と同様の手順でサービス呼出 2 からサービス呼出 3，およびサービス呼出 3 から応答 1 を
マッピングします。
4. データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューア，マッピングビューア，または変換先スキーマツ
リービューアの適当な場所で右クリックして，［検証］を選択します。
検証が実行されます。検証結果に問題がなければビジネスプロセスを実行できます。
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コンポーネント共通 UOC

コンポーネントとコンポーネント共通 UOC クラスの関連づけは，プロパティファイルに記述します。

付録 G.1

コンポーネント共通 UOC クラスのプロパティファイル

ファイル名
cscmsg_uoc.properties
記述形式
J2SE のプロパティファイル形式とする。
（UOC クラスの呼び出し元）＝（クラスパス）
記述例
ADP1=sample.AdpUocClass
ADP2=sample.AdpUocClass
RCP1=sample.package.RcpUocClass
adapter.standard.soap=sample.SoapUocClass
adapter.custom.ftp=sample.FtpAdpUocClass
reception.urecp.ftp=sample.FtpRcpUocClass
ADP3=

付録 G.2

コンポーネント共通 UOC クラスの指定方法

コンポーネント共通 UOC クラスの指定方法は次のとおりです。
• 特定のコンポーネントだけで呼び出すクラスを指定する場合
コンポーネント個別で，UOC クラスを指定します。
受付の受付 ID，またはサービスアダプタのサービス ID を（UOC クラスの呼び出し元）に設定しま
す。この場合，受付種別，またはアダプタ種別で，UOC クラスを指定していたとしても，コンポーネ
ント個別に指定した UOC クラスだけを呼び出します。
• 指定したコンポーネント種別で，同一の UOC クラスを呼び出したい場合
受付種別，またはアダプタ種別で，UOC クラスを指定します。
UOC クラスの呼び出し元に呼び出し元種別 ID を設定します。
受付の呼び出し元種別 ID を次に示します。
表 G‒1

呼び出し元種別 ID 一覧（受付）
受付

標準受付

ユーザ定義受付

呼び出し元種別 ID

標準受付（Web サービス）

reception.standard.soap

標準受付（SessionBean）

reception.standard.ejb

標準受付（MDB（WS-R））

reception.standard.wsr

標準受付（MDB（DB キュー））

reception.standard.dbq

SOAP 受付

reception.urecp.soap

TP1/RPC 受付

reception.urecp.tp1

FTP 受付

reception.urecp.ftp

HTTP 受付

reception.urecp.http
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受付
ユーザ定義受付

呼び出し元種別 ID

Message Queue 受付

reception.urecp.mq

カスタム受付

reception.urecp.rcpfw

サービスアダプタの呼び出し元種別 ID を次に示します。
表 G‒2

呼び出し元種別 ID 一覧（サービスアダプタ）
サービスアダプタ

呼び出し元種別 ID

SOAP アダプタ

adapter.soap

SessionBean アダプタ

adapter.ejb

MDB（WS-R）アダプタ

adapter.wsr

MDB（DB キュー）アダプタ

adapter.dbq

DB アダプタ

adapter.db

TP1 アダプタ

adapter.tp1

ファイルアダプタ

adapter.ff

Object Access アダプタ

adapter.oa

Message Queue アダプタ

adapter.mq

FTP アダプタ

adapter.ftp

ファイル操作アダプタ

adapter.fop

メールアダプタ

adapter.mail

HTTP アダプタ

adapter.http

汎用カスタムアダプタ

adapter.custom

• 受付種別，またはアダプタ種別で UOC クラスを指定しているが，特定のサービスからは UOC クラス
を呼び出さない場合
特定のサービスのクラスパスを空にします。この場合，そのサービスからは UOC クラスを呼び出しま
せん。
例） ADP3=
コンポーネント共通 UOC 用プロパティファイルの記述に対する動作を次に示します。
• ISO-8859-1 文字エンコーディングを使用する必要がある。
• 改行までが値になる。
• #で始まる行はコメントと見なす。
• クラスパスの前後の空白は無視する。
• クラスパスの後ろには，コメントなどの文字列は追加できない。追加した場合，コメントを含めてクラ
スパスと解釈されるため，クラスが見つからない例外となる可能性がある。
• 1 つの呼び出し元に対して，複数のクラスパスを指定した場合，どれか 1 つが有効になる。
• 複数の呼び出し元に対して，1 つのクラスパスを設定した場合，1 つのクラスインスタンスをその呼び
出し元で使用する。
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• UOC のクラスパスが設定されていないコンポーネントは，UOC を呼び出さない。
• 設定されたクラスパスに対応するクラスが存在しない場合，UOC を呼び出さない。
• コンポーネントの存在有無はチェックしないため，存在しないサービスアダプタのサービス ID，また
は受付 ID を指定した場合も，UOC クラスのインスタンスを作成する。
• プロパティファイルの変更は，HCSC サーバを再度起動したあとに反映される。

付録 G.3

UOC クラス用 API

インターフェースは，UOC クラスを呼び出すタイミングごとに存在し，インターフェースが追加されるタ
イミングで UOC クラスを実行します。複数のインターフェースを追加することで，複数の呼び出しタイミ
ングに対応できます。
UOC クラスに実行するインターフェースを次に示します。

(1)

インターフェース
UOC クラス内で例外が発生した場合は，CSCUocSystemException にラップして throw します。

(a)

UOC クラス共通インターフェース
パッケージ
jp.co.Hitachi.soft.csc.msg.uoc
インターフェース名
ComponentCommonUoc
説明
コンポーネント共通 UOC で使用する定数を定義する共通インターフェースです。
定数
定数を次に示します。
説明

定数
COMPO_TYPE

サービスアダプタか受付を判別するコードを取得する key

COMPO_KIND

コンポーネント種別を取得する key

COMPO_ID

コンポーネント ID を取得する key

TELEGRAM_DATA

電文取得用 API を取得する key

MONITOR_SEND_DATA

パラメタからモニタリングに送信するデータをセットする Map を取得する
key

DESTINATION_DATA

呼び出すサービスの宛先情報※を取得する key

注※
ユーザ定義受付（SOAP 受付を除く）の場合だけ取得できます。

定数の使用方法については，マニュアル「サービスプラットフォーム 解説」の「4.9.1
通 UOC の概要」を参照してください。

コンポーネント共
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(b) リクエスト処理時用インターフェース
パッケージ
jp.co.Hitachi.soft.csc.msg.uoc
インターフェース名
ComponentRequestUoc
説明
リクエスト処理時に呼び出される UOC クラスのインターフェースです。
#request
#request の操作に関する説明を次に示します。
引数
Map<String,Object>
（UOC クラスに渡すデータをまとめたオブジェクト）
戻り値
なし
例外
CSCUocSystemException
(c)

応答処理時用インターフェース
パッケージ
jp.co.Hitachi.soft.csc.msg.uoc
インターフェース名
ComponentResponseUoc
説明
応答処理時に呼び出される UOC クラスのインターフェースです。
#response
#response の操作に関する説明を次に示します。
引数
Map<String,Object>
（UOC クラスに渡すデータをまとめたオブジェクト）
戻り値
なし
例外
CSCUocSystemException

(2)

例外クラス
UOC クラスから例外を throw する場合は，次のクラスにラップして throw します。
パッケージ
jp.co.Hitachi.soft.csc.msg.uoc
例外クラス名
CSCUocSystemException
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コンストラクタ
public CSCUocSystemException()
public CSCUocSystemException(String errorMessage )

(3)

クラス構成例
クラス構成例を次に示します。
図 G‒1

付録 G.4

クラス構成例

電文取得用 API

UOC クラスにパラメタで設定される電文取得用 API の詳細を次に示します。
パッケージ
jp.co.Hitachi.soft.csc.msg.uoc
クラス名
CSCMsgTelegramManager
定数
定数を次に示します。
定数
static final int

説明
ボディ電文が存在しないことを示す。
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定数

説明

NONE = 0

ボディ電文が存在しないことを示す。

static final int

ボディ電文が XML であることを示す。

TYPE_XML = 1
static final int

ボディ電文がバイナリであることを示す。

TYPE_BINARY = 2

#getBody
#getBody の操作に関する説明を次に示します。
引数
なし
戻り値
byte[]（ボディ電文）
説明
ボディ電文を取得します。
ボディ電文が存在しない場合，null が返却されます。
#getHeader
#getHeader の操作に関する説明を次に示します。
引数
String（名前空間），String（要素名）
戻り値
byte[](ヘッダ電文)
説明
ヘッダ電文を取得します。
ヘッダ電文が設定されていない場合，null が返却されます。
#setBody
#setBody の操作に関する説明を次に示します。
引数
byte[]（ボディ電文）
戻り値
なし
説明
ボディ電文を更新します。
#setHeader
#setHeader の操作に関する説明を次に示します。
引数
String（名前空間），String（要素名），byte[]（ヘッダ電文）
戻り値
なし
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説明
ヘッダ電文を更新します。
#getTelegramType
#getTelegramType の操作に関する説明を次に示します。
引数
なし
戻り値
int (電文種別)
0:none(電文なし)
1:XML
2:binary
説明
ボディ電文の種類を取得します。

付録 G.5

UOC クラスの jar ファイル指定方法

UOC クラスをまとめた jar ファイルは，usrconf.cfg に，格納場所を追加します。
指定例
add.class.path=C:\uocjar\uocClass2.jar

付録 G.6

注意事項

UOC クラスを設計する際の注意事項を説明します。
• UOC クラスは J2EE サーバのコンテナ拡張ライブラリの延長として動作するため，利用できる機能に
制限があります。
詳細は，マニュアル「アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編(コンテナ共通機能)」の「14.6
コンテナ拡張ライブラリおよびサーバ起動・停止フック機能利用時の制限事項」を参照してください。
UOC クラスは，システムクラスローダで読み込まれるため，上記の制限範囲以外であれば，フルパス
指定で外部ファイルの読み書きができます。
• UOC クラス作成時，クラスのアクセス設定修飾子には public を指定します。
public ではない（アクセス設定修飾子を書かない=パッケージプライベート）場合，
IllegalAccessException が発生し，UOC データを送信できません。
• マルチスレッドアクセスを考慮した処理にしてください。
UOC クラスは，複数のスレッドから呼ばれることがあるため，スレッドセーフな実装になっている必
要があります。また，メモリ不足が発生した場合を考慮して，リソースを適切に解放している必要があ
ります。
• 標準受付（SessionBean）の UOC クラスでは，リクエスト処理時の電文に null が入ることを考慮する
必要があります。
ビジネスプロセスを再実行すると，電文が null の状態で標準受付（SessionBean）が呼ばれます。
• コンパイルするときには，cscmsg.jar をクラスパスに追加する必要があります。利用するインター
フェースは cscmsg.jar に含まれます。
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サービスプラットフォームで対応していない文字コードを利用する場合，その文字コードを処理する文字
コード変換 UOC を作成することで，対応していない文字コードを扱えるようにします。
!

注意事項
文字コード変換 UOC は，HCSC サーバに 1 つだけ定義できます。

ここでは，文字コード変換 UOC について説明します。

付録 H.1 文字コード変換 UOC の jar ファイルの開発
文字コード変換 UOC は，サービスプラットフォームが提供する jar ファイルを使用して開発します。
文字コード変換 UOC の開発に必要な jar ファイルに定義されているインターフェースおよび例外クラス
は，次の場所に格納されています。
<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSC\lib\cscdt_uoc.jar
!

注意事項
• 開発した文字コード変換 UOC の jar ファイルは，任意のディレクトリに格納してください。また，文字コー
ド変換 UOC をコンパイルするときは，cscdt_uoc.jar をクラスパスに含めてください。
• 文字コード変換 UOC の実行時に確保したリソースは，処理が終了しても保持し続けるため，システム全体
に高い負荷が掛かった場合に，Java ヒープ不足などが原因で OutOfMemoryError が発生することがありま
す。そのため，OutOfMemoryError が発生したときに適切にリソースを解放する処理や，ロールバックなど
のエラー処理を実装しておく必要があります。

付録 H.2

文字コード変換 UOC を使用するための設定

文字コード変換 UOC を使用するために必要な設定について説明します。

(1)

プロパティ（独自定義ファイル）の定義
文字コード変換 UOC は，カスタム受付または独自定義ファイルを取得することで，文字コード変換処理を
切り分けることができます。独自定義ファイルのファイル名は，必ず「csc_owncodeconvert.properties」
にしてください。
独自定義ファイルは，「<キー値>= <指定値>」の形式で指定します。
キー値および指定値には，任意の値を指定してください。

(2)

文字コード変換 UOC の jar ファイルを使用するための設定
開発環境で作成した文字コード変換 UOC を実行環境で使用するには，次の設定が必要です。
• J2EE サーバ用オプション定義ファイル（usrconf.cfg）にクラスパスを追加
• システムプロパティファイル（usrconf.properties）にクラス名を登録

(a)

クラスパスの追加
J2EE サーバ用オプション定義ファイル（usrconf.cfg）にクラスパスを追加する手順を次に示します。
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1. 運用管理ポータルから，［論理サーバの環境設定］を選択します。
2. サーバビューから，［論理 J2EE サーバ］−［J2EE サーバ］−［<論理サーバ名>］を選択します。
3.［コンテナ］タブの［拡張パラメタ］にクラスパスを指定します。
クラスパスは次の形式で指定します。
add.class.path=<jarファイルのパス>

<jar ファイルのパス>
文字コード変換 UOC の jar ファイルを絶対パスで指定します。
(b)

jar ファイルの登録
J2EE サーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）にクラス名を登録する手順を次に示しま
す。
1. 運用管理ポータルから，［論理サーバの環境設定］を選択します。
2. サーバビューから，［論理 J2EE サーバ］−［J2EE サーバ］−［<論理サーバ名>］を選択します。
3.［JVM］タブの［プロパティ］にクラス名（パッケージ名を含む）を指定します。
クラス名（パッケージ名を含む）は次の形式で指定します。

csc.dt.ownCodeConverter.className=<文字コード変換UOCのクラス名>

<文字コード変換 UOC のクラス名>
文字コード変換 UOC のクラスを完全修飾名で指定します。

付録 H.3
(1)

CSCOwnCodeConverter インターフェース

インターフェース
CSCOwnCodeConverter インターフェースを次に示します。
文字コード変換 UOC を開発する場合，次のインターフェースの実装クラスを作成します。

703

付録 H

文字コード変換 UOC を利用した文字コード変換

図 H‒1

文字コード変換 UOC クラス

インターフェース名
CSCOwnCodeConverter インターフェース
説明
文字コード変換 UOC を実装するためのインターフェースです。
CSCOwnCodeConverter のパッケージ名は，
jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.uoc.CSCOwnCodeConverter です。
形式
public class OwnCodeConverter implements CSCOwnCodeConverter
{
public void setProperties(final Properties properties)
throws CSCOwnCodeConverterException;
public char[] ownCodeToUnicode(final byte[] inBuffer)
throws CSCOwnCodeConverterException;
public byte[] unicodeToOwnCode(final char[] inBuffer)
throws CSCOwnCodeConverterException;
public int available(final byte[] inBuffer)
throws CSCOwnCodeConverterException;
}
メソッド
CSCOwnCodeConverter インターフェースのメソッドを次の表に示します。
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説明

setProperties メソッド

独自定義ファイルの定義内容を文字コード変換 UOC に渡すためのメソッド
です。

ownCodeToUnicode メソッド

独自文字コードの文字列を Unicode に変換するメソッドです。

unicodeToOwnCode メソッド

Unicode（UTF-16）の文字列を独自文字コードに変換するメソッドです。

available メソッド

文字コード変換時に変換できる文字列のバイト数を返すメソッドです。

文字コード変換 UOC からの各メソッドの呼び出し順序を次の図に示します。
図 H‒2

文字コード変換 UOC からの各メソッドの呼び出し順序

1. インスタンス生成
変換前の電文を受け取ったあと，データ変換によって文字コード変換 UOC のインスタンスを生成しま
す。
2. setProperties メソッド
独自定義ファイルの定義内容を文字コード変換 UOC に渡します。このメソッドは，文字コード変換
UOC 開始時に一度だけ呼ばれます。
3. ownCodeToUnicode メソッド，unicodeToOwnCode メソッド，available メソッド
それぞれのメソッドは，文字コード変換 UOC 実行時に文字コード変換から呼ばれます。メソッドの実
行順序は電文フォーマットに依存します。
• ownCodeToUnicode メソッド
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このメソッドで独自文字コードの文字列を Unicode に変換します。
• unicodeToOwnCode メソッド
このメソッドで Unicode（UTF-16）の文字列を独自文字コードに変換します。
• available メソッド
このメソッドで文字コード変換時に変換できる文字列のバイト数を返します。
(a)

setProperties メソッド
説明
独自定義ファイルの定義内容を文字コード変換 UOC に渡します。
形式
public void setProperties(final Properties properties)
throws CSCOwnCodeConverterException;
パラメタ
properties：
独自定義ファイルの定義内容が格納されます。
注意事項
次の場合，setProperties メソッドの引数は必ず null になります。setProperties メソッドの引数が null
の場合でも，文字コード変換 UOC がエラーにならないように実装してください。
• 独自定義ファイルが存在しない（定義されていない）場合
• カスタム受付以外の受付（独自定義ファイルを定義できない受付）から文字コード変換 UOC を実
行した場合
• 独自定義ファイルを定義できないアダプタから文字コード変換 UOC を実行した場合
例外
CSCOwnCodeConverterException：
文字コード変換処理中に異常が発生したため，データ変換処理全体を中断しました。
戻り値
なし。

(b)

ownCodeToUnicode メソッド
説明
独自文字コードの文字列を Unicode に変換します。
形式
public char[] ownCodeToUnicode(final byte[] inBuffer)
throws CSCOwnCodeConverterException;
パラメタ
inBuffer：
独自文字コードの文字列を格納したバイト配列のバッファが格納されます。このバッファは読み込
み専用のため，編集はできません。
例外
CSCOwnCodeConverterException：
文字コード変換処理中に異常が発生したため，データ変換処理全体を中断しました。
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戻り値
Unicode に変換した文字列を格納した文字配列のバッファを返します。
(c)

unicodeToOwnCode メソッド
説明
Unicode(UTF-16)の文字列を独自文字コードに変換します。
形式
public byte[] unicodeToOwnCode(final char[] inBuffer)
throws CSCOwnCodeConverterException;
パラメタ
inBuffer：
Unicode の文字列を格納した文字配列のバッファが格納されます。
このバッファは読み込み専用のため，編集はできません。
例外
CSCOwnCodeConverterException：
文字コード変換処理中に異常が発生したため，データ変換処理全体を中断しました。
戻り値
独自文字コードに変換した文字列を格納したバイト配列バッファを返します。

(d)

available メソッド
説明
文字コード変換時に変換できる文字列のバイト数を返します。
形式
public int available(final byte[] inBuffer)
throws CSCOwnCodeConverterException;
パラメタ
inBuffer：
独自文字コードの文字列を格納したバイト配列のバッファが格納されます。このバッファは読み込
み専用のため，編集はできません。
例外
CSCOwnCodeConverterException：
文字コード変換処理中に異常が発生したため，データ変換処理全体を中断しました。
戻り値
正常に変換できる文字列のバイト数を格納します。ただし，変換できない文字がある場合は，その文字
の前の文字までのバイト数を格納します。

(2)

例外クラス
文字コード変換 UOC の開発時に発生する例外クラスを次に示します。
クラス名
CSCOwnCodeConverterException クラス
説明
文字コード変換処理中に異常が発生した場合に送出する例外です。
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この例外が発生した場合は，データ変換処理全体を中断します。

(3)

実装例
CSCOwnCodeConverter インターフェースの実装例を次に示します。
public class OwnConvertUoc implements CSCOwnCodeConverter {
// コード変換オプション
HJCOption option = null;
// コード変換結果
HJCResult result = null;
// エンコード
String encode = null;
// コンストラクタ
public void OwnConvertUoc() {
result = new HJCResult();
option = new HJCOption();
}
// 独自定義ファイルをJavaのプロパティ形式で受け取る
public void setProperties(final Properties properties)
throws CSCOwnCodeConverterException {
if ( properties == null ) {
// 独自定義ファイルが登録されていない
// 独自定義ファイルを定義できない受付・サービスアダプタから実行されている
// 可能性があるのでエラーにしない
encode = "";
return;
}
encode = properties.getProperty("encode");

}

if ( encode == null ) {
// キーがない場合
String message = "文字コードが指定されていません。";
throw new CSCOwnCodeConverterException(message);
}

// 独自コードをUnicodeに変換する
public char[] ownCodeToUnicode(final byte[] inBuffer)
throws CSCOwnCodeConverterException {
if ( encode.equals("SJIS") ) {
// SJIS(MS932)からUnicodeに変換
// コード変換を使用
HJCString inStr = new HJCString( inBuffer );
try {
HJCConverters.cs_ms932tounicode(inStr, result, option);
} catch ( Exception e ){
throw new CSCOwnCodeConverterException(e);
}
return result.getStrResult().toString().toCharArray();
}
else if ( encode.equals("KEIS") ) {
// KEISからUnicodeに変換
// コード変換を使用
HJCString inStr = new HJCString( inBuffer );
try {
HJCConverters.cs_keistounicode(inStr, result, option);
} catch ( Exception e ){
throw new CSCOwnCodeConverterException(e);
}
return result.getStrResult().toString().toCharArray();
}
else {
// 対象外の文字コード
String message = "対象外の文字コードです。";
throw new CSCOwnCodeConverterException(message);
}
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}
// Unicodeを独自コードに変換する
public byte[] unicodeToOwnCode(final char[] inBuffer)
throws CSCOwnCodeConverterException {
// (中略)
}
// 正常に変換できるバイト数を返す
public int available(final byte[] inBuffer)
throws CSCOwnCodeConverterException {
// (中略)
}

}
!

注意事項
例と同じ実装にする場合は，別途コード変換を購入する必要があります。

付録 H.4 CSCOwnCodeReader インターフェース
(1) インターフェース
CSCOwnCodeReader インターフェースを次に示します。
図 H‒3

CSCOwnCodeReader インターフェース
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インターフェース名
CSCOwnCodeReader インターフェース
説明
独自文字コードの文字列を読み込むためのインターフェースです。
CSCOwnCodeReader のパッケージ名は，jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.uoc.CSCOwnCodeReader で
す。
バイナリ文字列の読み込み処理で，文字コードを変換しないでセパレータを解析することで，バイト数
や文字数が変化する変換の制限を緩和したり，変換の性能を向上させたりします。
このインターフェースの実装は任意です。実装していない場合，文字コード変換を実行してセパレータ
を解析します。
このインターフェースのインスタンスは，複数のスレッドで共用されるため，実装はスレッドセーフに
する必要があります。
形式
package jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.uoc ;
import jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.uoc.CSCOwnCodeConverterException ;
public interface CSCOwnCodeReader {
CSCOwnCodeReaderContext start( byte[] data, int offset, int length )
throws CSCOwnCodeConverterException ;
boolean readChar( CSCOwnCodeReaderContext context )
throws CSCOwnCodeConverterException ;
void end( CSCOwnCodeReaderContext context ) ;

}
メソッド

CSCOwnCodeReader インターフェースのメソッドを次の表に示します。
メソッド名

説明

start メソッド

独自文字コード文字列の読み込みを開始するためのメソッドです。

readChar メソッド

独自文字コード文字を 1 文字読み込むメソッドです。

end メソッド

独自文字コード文字列の読み込みを終了するメソッドです。

データ変換の対象が可変長文字列で，かつバイナリフォーマット定義にセパレータが設定されている場合，
データ変換はセパレータの解析処理を実行します。CSCOwnCodeReader および
CSCOwnCodeReaderContext の各メソッドの呼び出し順序を次の図に示します。
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CSCOwnCodeReader および CSCOwnCodeReaderContext の各メソッドの呼び出し順序

1. インスタンス生成
データ変換によって CSCOwnCodeReader のインスタンスを生成します。
2. CSCOwnCodeReader#start メソッド
自スレッド専用の CSCOwnCodeReaderContext のインスタンスを生成します。以降，
CSCOwnCodeReader との値の受け渡しは，自スレッドが保持する CSCOwnCodeReaderContext
のインスタンスで実行します。
3. CSCOwnCodeReader#readChar メソッド
readChar の実行時，データ変換の処理は引数に CSCOwnCodeReaderContext のインスタンスを渡
します。readChar の処理では，解析結果を CSCOwnCodeReaderContext のインスタンスにセット
します。セットされた解析結果は，データ変換の処理でセパレータの解析に使用します。
4. getPosition メソッド，getLength メソッド，canSeparate メソッド
それぞれのメソッドは，データ変換から呼ばれます。メソッドの実行順序は電文フォーマットに依存し
ます。
• getPosition メソッド
このメソッドで現在の文字位置を返します。
• getLength メソッド
このメソッドで現在の文字長を返します。
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• canSeparate メソッド
このメソッドで現在の文字をセパレータの解析対象とするかどうかを返します。
5. CSCOwnCodeReader#end メソッド
CSCOwnCodeReaderContext の実装クラスの解放処理が必要な場合は，end メソッドを実行します。
(a)

start メソッド
説明
独自文字コード文字列の読み込みを開始します。
形式
public CSCOwnCodeReaderContext start( byte[] data, int offset, int length )
パラメタ
data：
読み込み対象データです。
offset：
読み込み開始位置です。
length：
読み込み開始位置からの長さです。
例外
CSCOwnCodeConverterException：
文字コード変換処理中に異常が発生したため，データ変換処理全体を中断しました。
戻り値
CSCOwnCodeReaderContext の実装クラスのインスタンスです。このインタンスは，ほかのスレッ
ドで使用できません。

(b)

readChar メソッド
説明
独自文字コード文字を 1 文字読み込みます。
文字の位置，長さは，CSCOwnCodeReaderContext#getPosition，
CSCOwnCodeReaderContext#getLength で取得できます。
形式
public boolean readChar( CSCOwnCodeReaderContext context )
パラメタ
context：
#start で返された CSCOwnCodeReaderContext の実装クラスのインスタンスです。
例外
CSCOwnCodeConverterException：
文字コード変換処理中に異常が発生したため，データ変換処理全体を中断しました。
戻り値
読み込める上限を超えた場合，および文字を変換できない場合，false を返します。それ以外の場合は
true を返します。
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end メソッド
説明
独自文字コード文字列の読み込みを終了します。
読み込み処理の成功または失敗（エラー）に関係なく必ず呼ばれます。
形式
public void end( CSCOwnCodeReaderContext context )
パラメタ
context：
#start で返された CSCOwnCodeReaderContext の実装クラスのインスタンスです。
例外
CSCOwnCodeConverterException：
文字コード変換処理中に異常が発生したため，データ変換処理全体を中断しました。
戻り値
なし。

(2)

例外クラス
文字コード変換 UOC の開発時に発生する例外クラスを次に示します。
クラス名
CSCOwnCodeConverterException クラス
説明
文字コード変換処理中に異常が発生した場合に送出する例外です。
この例外が発生した場合は，データ変換処理全体を中断します。

(3)

実装例（MS932）
CSCOwnCodeReader インターフェースの実装例（MS932）を次に示します。
public class CSCOwnCodeReaderImpl implements CSCOwnCodeConverter, CSCOwnCodeReader {
private static final String UNICODE = "ISO-10646-UCS-2" ;
private final HJCOption option ;
private static byte[] charSizeTable = initCharSizeTable() ;
private static byte[] initCharSizeTable() {
final byte[] objTable = new byte[0x100] ;
for ( int i = 0; i <=
if ( i <= 0x80
|| (i >= 0xA0
|| (i >= 0xFD
objTable[i] =
}
else {
objTable[i] =
}
}
}

0xff; i++ ) {
&& i <= 0xDF)
&& i <= 0xFF) ) {
1 ;
2 ;

return objTable ;
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public CSCOwnCodeReaderImpl() {

}

option = new HJCOption() ;
try {
// Unicodeはビッグエンディアン
option.enableOption( HJCOption.COP_BIGENDIAN ) ;
}
catch ( Exception e ) {
e.printStackTrace() ;
}

@Override
public void setProperties( Properties properties )
throws CSCOwnCodeConverterException {
String codetablepath = null ;
if ( properties != null ) {
codetablepath = properties.getProperty( "codetablepath" ) ;
}
try {
if ( codetablepath == null ) {
option
.setTablePath( "C:\\Program Files\\HITACHI\\Cosminexus\\CSC\\lib\\external\
\table" ) ;
}
else {
option.setTablePath( codetablepath ) ;
}
}
catch ( Exception e ) {
e.printStackTrace() ;
}
}
@Override
public int available( byte[] inBuffer ) throws CSCOwnCodeConverterException {
if ( inBuffer == null ) {
final String message = "空文字列は変換できません。" ;
throw new CSCOwnCodeConverterException( message ) ;
}
int retInt = -1 ;
final HJCResult result = new HJCResult() ;
final HJCString inStr = new HJCString( inBuffer ) ;
try {
HJCConverters.cs_ms932tounicode( inStr, result, option ) ;
}
catch ( Exception e ) {
e.printStackTrace() ;
throw new CSCOwnCodeConverterException( e ) ;
}
final byte[] resultData = result.getStrResult().getBytes() ;
final int resultState = result.getConvertState() ;
if ( resultState == HJCConvertState.CST_NORMAL ) {
// 変換が正常終了
if ( resultData != null ) {
retInt = result.getResultLength() ;
}
}
else {
// 変換が異常終了
final byte[] bytes = new byte[result.getResultLength() - 1] ;
System.arraycopy(
inBuffer,
0,
bytes,
0,
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result.getResultLength() - 1 ) ;
retInt = available( bytes ) ;

}

}
return retInt ;

@Override
public char[] ownCodeToUnicode( byte[] inBuffer )
throws CSCOwnCodeConverterException {
char[] retChar = null ;
final HJCResult result = new HJCResult() ;
final HJCString inStr = new HJCString( inBuffer ) ;
try {
HJCConverters.cs_ms932tounicode( inStr, result, option ) ;
final byte[] resultData = result.getStrResult().getBytes() ;
final String retstr = new String( resultData, UNICODE ) ;
retChar = retstr.toCharArray() ;
}
catch ( Exception e ) {
e.printStackTrace() ;
throw new CSCOwnCodeConverterException( e ) ;
}
}

return retChar ;

@Override
public byte[] unicodeToOwnCode( char[] inBuffer )
throws CSCOwnCodeConverterException {
byte[] retByte = null ;
final String data = new String( inBuffer ) ;
final HJCResult result = new HJCResult() ;
try {
final HJCString inStr = new HJCString( data.getBytes( UNICODE ) ) ;
HJCConverters.cs_unicodetoms932( inStr, result, option ) ;
retByte = result.getStrResult().getBytes() ;
}
catch ( Exception e ) {
e.printStackTrace() ;
throw new CSCOwnCodeConverterException( e ) ;
}
}

return retByte ;

@Override
public CSCOwnCodeReaderContext start( byte[] data, int offset, int length )
throws CSCOwnCodeConverterException {

}

return new CSCOwnCodeReaderContextImpl( Arrays.copyOfRange(
data,
offset,
length ) ) ;

@Override
public boolean readChar( CSCOwnCodeReaderContext context )
throws CSCOwnCodeConverterException {
final CSCOwnCodeReaderContextImpl contextImpl = (CSCOwnCodeReaderContextImpl)context ;
final int offset = contextImpl.getNextPosition() ;
contextImpl.setPosition( offset ) ;
final byte[] data = contextImpl.getData() ;
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// 入力データの最大長を取得(文字のサイズではない)
final int maxLength = data.length ;
if ( offset >= maxLength ) {
// 現在位置が入力データの範囲外である
return false ;
}
final int len = charSizeTable[data[offset] & 0xff] ;
contextImpl.setLength( len ) ;
final int next = offset + len ;
contextImpl.setNextPosition( next ) ;
if ( next > maxLength ) {
// 変換結果が異常
// 入力データが不正な場合に発生
// falseを返して解析を中止する
return false ;
}
}

return true ;

@Override
public void end( CSCOwnCodeReaderContext context )
throws CSCOwnCodeConverterException {
}

// 解放すべきリソースがないため，何もしない

}

(4)

実装例（IBM 漢字コード）
CSCOwnCodeReader インターフェースの実装例（IBM 漢字コード）を次に示します。
public class CSCOwnCodeReaderImpl
implements
CSCOwnCodeConverter,
CSCOwnCodeReader {
private static final String UNICODE = "ISO-10646-UCS-2" ;
private static final byte SHIFT_SINGLEBYTE = (byte)0x0f ;
private static final byte SHIFT_MULTIBYTE = (byte)0x0e ;
private final HJCOption option ;
public CSCOwnCodeReaderImpl() {

}

option = new HJCOption() ;
try {
// Unicodeはビッグエンディアン
option.enableOption( HJCOption.COP_BIGENDIAN ) ;
// EBICDIC
option.enableOption( HJCOption.COP_EBCDIC ) ;
}
catch ( Exception e ) {
e.printStackTrace() ;
}

@Override
public void setProperties( Properties properties )
throws CSCOwnCodeConverterException {
String codetablepath = null ;
if ( properties != null ) {
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codetablepath = properties.getProperty( "codetablepath" ) ;

try {
if ( codetablepath == null ) {
option
.setTablePath( "C:\\Program Files\\HITACHI\\Cosminexus\\CSC\\lib\\external\
\table" ) ;
}
else {
option.setTablePath( codetablepath ) ;
}
}
catch ( Exception e ) {
e.printStackTrace() ;
}
}
@Override
public int available( byte[] inBuffer ) throws CSCOwnCodeConverterException {
if ( inBuffer == null ) {
final String message = "空文字列は変換できません。" ;
throw new CSCOwnCodeConverterException( message ) ;
}
int retInt = -1 ;
final HJCResult result = new HJCResult() ;
final HJCString inStr = new HJCString( inBuffer ) ;
try {
HJCConverters.cs_ibmtounicode( inStr, result, option ) ;
}
catch ( Exception e ) {
e.printStackTrace() ;
throw new CSCOwnCodeConverterException( e ) ;
}

}

final byte[] resultData = result.getStrResult().getBytes() ;
final int resultState = result.getConvertState() ;
if ( resultState == HJCConvertState.CST_NORMAL ) {
// 変換が正常終了
if ( resultData != null ) {
retInt = result.getResultLength() ;
}
}
else {
// 変換が異常終了
final byte[] bytes = new byte[result.getResultLength() - 1] ;
System.arraycopy(
inBuffer,
0,
bytes,
0,
result.getResultLength() - 1 ) ;
retInt = available( bytes ) ;
}
return retInt ;

@Override
public char[] ownCodeToUnicode( byte[] inBuffer )
throws CSCOwnCodeConverterException {
char[] retChar = null ;
final HJCResult result = new HJCResult() ;
final HJCString inStr = new HJCString( inBuffer ) ;
try {
HJCConverters.cs_ibmtounicode( inStr, result, option ) ;
final byte[] resultData = result.getStrResult().getBytes() ;
final String retstr = new String( resultData, UNICODE ) ;
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retChar = retstr.toCharArray() ;
}
catch ( Exception e ) {
e.printStackTrace() ;
throw new CSCOwnCodeConverterException( e ) ;
}
}

return retChar ;

@Override
public byte[] unicodeToOwnCode( char[] inBuffer )
throws CSCOwnCodeConverterException {
byte[] retByte = null ;
final String data = new String( inBuffer ) ;
final HJCResult result = new HJCResult() ;
try {
final HJCString inStr = new HJCString( data.getBytes( UNICODE ) ) ;
HJCConverters.cs_unicodetoibm( inStr, result, option ) ;
retByte = result.getStrResult().getBytes() ;
}
catch ( Exception e ) {
e.printStackTrace() ;
throw new CSCOwnCodeConverterException( e ) ;
}
}

return retByte ;

@Override
public CSCOwnCodeReaderContext start( byte[] data, int offset, int length )
throws CSCOwnCodeConverterException {
final byte[] tempData = Arrays.copyOfRange( data, offset, length ) ;

}

// offsetの位置から解析を開始
return new CSCOwnCodeReaderContextImpl( tempData ) ;

@Override
public boolean readChar( CSCOwnCodeReaderContext context )
throws CSCOwnCodeConverterException {
final CSCOwnCodeReaderContextImpl contextImpl = (CSCOwnCodeReaderContextImpl)context ;
// 現在位置
final int position = contextImpl.getNextPosition() ;
// 解析対象の文字列のバイト列
final byte[] data = contextImpl.getData() ;
// 解析の上限は入力データの最後まで
final int maxLength = data.length ;
// 現在位置から1バイトずつ解析する
for ( int i = position; i < maxLength; i++ ) {
// 次の文字を解析
if ( data[i] == SHIFT_SINGLEBYTE ) {
// シングルバイトモードに遷移
contextImpl.setLength( 1 ) ;
contextImpl.setCanSeparate( true ) ;
continue ;
}
else if ( data[i] == SHIFT_MULTIBYTE ) {
// マルチバイトモードに遷移
contextImpl.setLength( 2 ) ;
contextImpl.setCanSeparate( false ) ;
continue ;
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}
contextImpl.setPosition( i ) ;
contextImpl.setNextPosition( i + contextImpl.getLength() ) ;
if ( contextImpl.getNextPosition() > maxLength ) {
// データが足りない
return false ;
}

}

// 解析に成功した
return true ;

contextImpl.setPosition( maxLength ) ;
contextImpl.setNextPosition( maxLength ) ;
}

return false ;

@Override
public void end( CSCOwnCodeReaderContext context )
throws CSCOwnCodeConverterException {
}

// 解放すべきリソースがないため，何もしない

}

付録 H.5
(1)

CSCOwnCodeReaderContext インターフェース

インターフェース
読み込み情報インターフェースを次に示します。
文字コード変換 UOC を開発する場合，次のインターフェースの実装クラスを作成します。
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図 H‒5

CSCOwnCodeReaderContext 実装クラス

インターフェース名
CSCOwnCodeReaderContext インターフェース
説明
読み込み情報インターフェースです。
CSCOwnCodeReaderContext のパッケージ名は，
jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.uoc.CSCOwnCodeReaderContext です。
CSCOwnCodeReader の解析結果を，データ変換の処理に渡すために使用します。
1 つのスレッドに 1 つのインスタンスを生成します。CSCOwnCodeReader#readChar では，文字列
の解析結果を CSCOwnCodeReaderContext の実装クラスにセットする必要があります。セットさ
れた情報は，データ変換の処理で参照されます。
形式
package jp.co.Hitachi.soft.csc.dt.uoc ;
public interface CSCOwnCodeReaderContext {
int getPosition() ;
int getLength() ;
boolean canSeparate() ;

}
メソッド

CSCOwnCodeReaderContext インターフェースのメソッドを次の表に示します。
メソッド名
getPosition メソッド
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メソッド名

説明

getLength メソッド

現在の文字長を返すメソッドです。

canSeparate メソッド

現在の文字をセパレータの解析対象とするかどうかを返すメソッドです。

データ変換の対象が可変長文字列で，かつバイナリフォーマット定義にセパレータが設定されている場合，
データ変換はセパレータの解析処理を実行します。CSCOwnCodeReader および
CSCOwnCodeReaderContext の各メソッドの呼び出し順序を次の図に示します。
図 H‒6

CSCOwnCodeReader および CSCOwnCodeReaderContext の各メソッドの呼び出し順序

1. インスタンス生成
データ変換によって CSCOwnCodeReader のインスタンスを生成します。
2. CSCOwnCodeReader#start メソッド
自スレッド専用の CSCOwnCodeReaderContext のインスタンスを生成します。以降，
CSCOwnCodeReader との値の受け渡しは，自スレッドが保持する CSCOwnCodeReaderContext
のインスタンスで実行します。
3. CSCOwnCodeReader#readChar メソッド
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readChar の実行時，データ変換の処理は引数に CSCOwnCodeReaderContext のインスタンスを渡
します。readChar の処理では，解析結果を CSCOwnCodeReaderContext のインスタンスにセット
します。セットされた解析結果は，データ変換の処理でセパレータの解析に使用します。
4. getPosition メソッド，getLength メソッド，canSeparate メソッド
それぞれのメソッドは，データ変換から呼ばれます。メソッドの実行順序は電文フォーマットに依存し
ます。
• getPosition メソッド
このメソッドで現在の文字位置を返します。
• getLength メソッド
このメソッドで現在の文字長を返します。
• canSeparate メソッド
このメソッドで現在の文字をセパレータの解析対象とするかどうかを返します。
5. CSCOwnCodeReader#end メソッド
CSCOwnCodeReaderContext の実装クラスの解放処理が必要な場合は，end メソッドを実行します。
(a) getPosition メソッド
説明
readChar の結果が true の場合，現在の文字位置を返します。
readChar の結果が false の場合，読み込めるデータのサイズを返します。
形式
public int getPosition()
パラメタ
なし。
例外
なし。
戻り値
現在の文字位置，または読み込めるデータのサイズ（単位はバイト）です。CSCOwnCodeReader#start
で渡した offset の位置を 0 とします。
(b) getLength メソッド
説明
現在の文字長を返します。
形式
public int getLength()
パラメタ
なし。
例外
なし。
戻り値
現在の文字長を返します。
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canSeparate メソッド
説明
現在の文字をセパレータの解析対象とするかどうかを返します。false を返した場合，セパレータのバ
イト列と現在の文字が一致しても，セパレータと見なしません。
形式
public boolean canSeparate()
パラメタ
なし。
例外
なし。
戻り値
セパレータを解析する場合，true を返します。
セパレータを解析しない場合，false を返します。

(2)

例外クラス
文字コード変換 UOC の開発時に発生する例外クラスを次に示します。
クラス名
CSCOwnCodeConverterException クラス
説明
文字コード変換処理中に異常が発生した場合に送出する例外です。
この例外が発生した場合は，データ変換処理全体を中断します。

(3)

実装例（MS932）
CSCOwnCodeReaderContext インターフェースの実装例（MS932）を次に示します。
public class CSCOwnCodeReaderContextImpl implements CSCOwnCodeReaderContext {
private final byte[] data ;
private int position = 0 ;
private int next = 0 ;
private int length = 0 ;
public CSCOwnCodeReaderContextImpl(
final byte[] data ) {
}

this.data = data ;

@Override
public int getPosition() {
}

return position ;

@Override
public int getLength() {
return length ;
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}
@Override
public boolean canSeparate() {

}

// MS932はシフト（エスケープシーケンス）状態を持たず，
// セパレータの出現に制限がないため，常にtrueを返す
return true ;

public byte[] getData() {
}

return data ;

public void setPosition( int position ) {
}

this.position = position ;

public void setLength( int length ) {
}

this.length = length ;

public int getNextPosition() {
}

return this.next ;

public void setNextPosition( int position ) {

}

(4)

}

this.next = position ;

実装例（IBM 漢字コード）
CSCOwnCodeReaderContext インターフェースの実装例（IBM 漢字コード）を次に示します。
public class CSCOwnCodeReaderContextImpl implements CSCOwnCodeReaderContext {
private final byte[] data ;
private int position = 0 ;
private int length = 1 ;
private int next = 0 ;
private boolean canSeparate = true ;
public CSCOwnCodeReaderContextImpl( final byte[] data ) {
}

this.data = data ;

@Override
public int getPosition() {
}

return position ;

@Override

724

付録 H

文字コード変換 UOC を利用した文字コード変換

public int getLength() {
}

return length ;

@Override
public boolean canSeparate() {
}

return canSeparate ;

public byte[] getData() {
}

return data ;

public void setPosition( int position ) {
}

this.position = position ;

public void setLength( int length ) {
}

this.length = length ;

public void setCanSeparate( boolean canSeparate ) {
}

this.canSeparate = canSeparate ;

public int getNextPosition() {
}

return this.next ;

public void setNextPosition( int position ) {

}

}

this.next = position ;
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DB アダプタで取得したデータのフォーマットの変換例

DB アダプタで取得したデータは，列名をキーにして簡単に値を参照できません。そこで，列名が要素名と
なるフォーマットに変換することで，データを扱いやすくできます。
ここでは，DB アダプタで取得したデータを，列名が要素名となるフォーマットに変換する方法について例
題を使って説明します。

付録 I.1

例題

例題で使用するデータベースの内容，実行する SQL の形式，SQL オペレーション定義ファイル，および変
換後のフォーマットを次に示します。
データベースの内容
データベース参照名：DB_SERVER1
スキーマ名：DBA
テーブル名：受注表
テーブル構成：
受注番号（INTEGER）

得意先コード（CHAR）

商品コード（CHAR）

受注個数（INTEGER）

1

AA001

0001

5

2

AB002

0001

1

3

AA001

0102

3

4

XA005

0103

1

5

AA001

0105

1

実行する SQL の形式
OPERATION1：SELECT * FROM DBA.受注表 WHERE <val1> <val2> <val3>

SQL オペレーション定義ファイル
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<DBadapter_SQL_OPERATION>
<DATABASE_DATA>
<DB_NAME>DB_SERVER1</DB_NAME>
<DB_TYPE>HIRDB</DB_TYPE>
</DATABASE_DATA>
<SQL_DATA>
<OPERATION1>
SELECT * FROM DBA.受注表 WHERE <val1 dba_inf="column"/>
<val2 dba_inf="preset"/>
<val3 dba_inf="data" data_type="CHAR"/>
</OPERATION1>
</SQL_DATA>
</DBadapter_SQL_OPERATION>

SQL オペレーション定義ファイルの各項目については，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発
ガイド 受付・アダプタ定義編」の「3.3.5 DB アダプタを定義する」の，SQL オペレーション定義ファ
イルの作成に関する説明を参照してください。また，DB アダプタで取得できるデータの形式について
は，マニュアル「サービスプラットフォーム 開発ガイド 受付・アダプタ定義編」の「3.3.5 DB アダ
プタを定義する」の，応答電文の形式に関する説明を参照してください。
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変換後のフォーマットの XML スキーマ
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.example.org/DBA_Sample1"
xmlns:tns="http://www.example.org/DBA_Sample1"
elementFormDefault="qualified">
<complexType name="DBA_Sample1Type">
<sequence>
<element name="record" type="tns:RecordType"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="RecordType">
<sequence>
<element name="受注番号" type="int" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
<element name="得意先コード" type="string" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
<element name="商品コード" type="string" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
<element name="受注個数" type="int" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
<element name="受注表" type="tns:DBA_Sample1Type"/>
</schema>

付録 I.2 フォーマットの変換方法
DB アダプタで取得したデータのフォーマットの変換の流れを次に示します。
1. 変換元および変換先のデータの設定
DB アダプタで取得したデータのフォーマットの変換には，データ変換定義を使用します。データの
フォーマットの変換を始める前に，データ変換定義画面に変換元および変換先のデータを設定します。
2. 列名の cid 属性値の取得
空白除去ファンクションを使用して，列名の ID（cid 属性値）を取得します。
3. くり返しファンクションの設定
くり返しファンクションを設定して，DB アダプタで取得したすべての値を変換先に代入できるように
します。
4. 変換先の列名要素への値の代入
列名の ID と値の ID を比較して，ID が等しい場合に，変換先に値を代入するように設定します。
5. 定義した内容の検証
定義した内容を検証し，マッピングに矛盾がないことを確認します。
それぞれの手順について説明します。
なお，これらのフォーマット変換の操作は自動で行うこともできます。詳細は，
「付録 J
得したデータの自動マッピング」を参照してください。

(1)

DB アダプタで取

変換元および変換先のデータの設定
DB アダプタで取得したデータのフォーマットの変換には，データ変換定義を使用します。
データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューアに DB アダプタで取得したデータ，変換先スキーマツ
リービューアに変換後のフォーマットの XML スキーマを設定してください。
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(2)

列名の cid 属性値の取得
応答電文の DBA_ResultSetName 要素には，列名とその ID（cid 属性）が対で格納されています。ここで
は，空白除去ファンクションを使用して，ノード条件に指定した列名に対応する cid 属性を取得します。
列名の cid 属性値を取得する手順を次に示します。
1. DBA_ResultColumnName 要素の下の cid 属性に空白除去ファンクションを定義します。
空白除去ファンクションを定義する方法については，「6.5.5
ださい。

文字列の空白を除去する」を参照してく

2.［空白除去］ダイアログで［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
3.［ノード条件設定］ダイアログで［条件設定］ボタンをクリックします。
［条件設定］ダイアログが表示されます。
4. ノード条件を設定します。
次のように設定してください。
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• 左辺：DBA_ResultColumnName 要素
• 右辺：列名（ここでは［受注番号］）

5.「得意先コード」「商品コード」「受注個数」の各要素についても，同様に定義します。

(3)

くり返しファンクションの設定
変換元の DBA_ResultSet 要素から，変換先の record 要素にくり返しファンクションをマッピングします。
くり返しファンクションを定義する方法については，「6.5.16 くり返しを対応づける」を参照してくださ
い。
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(4)

変換先の列名要素への値の代入
変換先の各行名要素に値を代入します。このとき，DBA_ResultColumn 要素の下の cid 属性と「(2)
名の cid 属性値の取得」で定義した空白除去ファンクションが一致するように条件を設定します。
変換先の各行名要素に値を代入する手順を次に示します。
1. 変換先の要素（ここでは「受注番号」）を右クリックし，［マッピング元］を選択します。
［マッピング元設定］ダイアログが表示されます。

2.［マッピング元］に DBA_ResultColumn を選択します。

3.［マッピング元設定］ダイアログで［ノード条件設定］ボタンをクリックします。
［ノード条件設定］ダイアログが表示されます。
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4.［ノード条件設定］ダイアログで［条件設定］ボタンをクリックします。
［条件設定］ダイアログが表示されます。
5. ノード条件を設定します。
次のように設定してください。
• 左辺：DBA_ResultColumn 要素の下の cid 属性
• 右辺：変換先の列名に対応するように定義した空白除去ファンクション

6.「得意先コード」「商品コード」「受注個数」の各要素についても，同様に定義します。

(5)

定義した内容の検証
定義したマッピングに矛盾がないことを検証します。検証方法については，「5.10.2
てください。

検証方法」を参照し
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ここでは，DB アダプタで取得したデータを，列名が要素名となるフォーマットに自動でマッピングする方
法について説明します。
この方法は「付録 I DB アダプタで取得したデータのフォーマットの変換例」を自動で行うためのもので
す。ただし，定義時には次の点に注意してください。
• 「付録 I DB アダプタで取得したデータのフォーマットの変換例」では cid 属性をキーにしてマッピン
グしていますが，この方法では，変換元列番号をキーにして自動マッピングしています。
• くり返しファンクションは自動で設定されないため，手動で設定する必要があります。
マッピングの流れを次に示します。
1. SQL オペレーション定義ファイル，要求電文，応答電文を基にカラム定義ファイルを作成します。
2. 作成したカラム定義ファイルを利用してデータ変換定義画面でマッピングします。
それぞれの作業について次に示します。

(1) カラム定義ファイルの作成
カラム定義ファイルとは，DB アダプタの検索結果の Position()[変換元列番号]と XML スキーマの変換先
要素名を関連づける CSV 形式のファイルです。
(a)

形式
カラム定義ファイルの形式を次に示します。

変換元列番号，変換先要素名[改行]
：

カラム定義ファイルの構文を次に示します。
表 J‒1

カラム定義ファイルの構文
項目

カラム定義ファイルの構文

カラム定義ファイル

( 行データ 改行コード )*

行データ

空白* [ 変換元列番号 空白* ] [ ',' 空白* 変換先要素名 空白* ]

改行コード

'\r\n' | '\r' | '\n'

空白

' ' | '\t'

変換元列番号

('0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9') +

変換先要素名

( MS932 文字 - ( ',' | ':' | 空白 | 改行コード ) )+

(b)

定義例
「付録 I.1 例題」のデータベースの内容を例に，次のテーブル構成のデータを DB アダプタで取得する場合
の，カラム定義ファイルの定義例について説明します。
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テーブル構成（先頭行は列名を表す）

受注番号（INTEGER）

得意先コード（CHAR）

商品コード（CHAR）

受注個数（INTEGER）

1

AA001

0001

5

2

AB002

0001

1

3

AA001

0102

3

4

XA005

0103

1

5

AA001

0105

1

このテーブル構成のデータは，DB アダプタから次のように取得されます。
表 J‒3

DB アダプタから取得したデータ（先頭行はデータの取得順（列番号）を表す）

1

2

3

4

1

AA001

0001

5

2

AB002

0001

1

3

AA001

0102

3

4

XA005

0103

1

5

AA001

0105

1

このように，DB アダプタから取得したデータは，列名をキーにして値を参照できないため，列名が要素名
となるフォーマットに変換する必要があります。
そのため，カラム定義ファイルを使用して，DB アダプタから取得されたデータのどの列番号をどの要素名
にマッピングするのかを定義します。
カラム定義ファイルの定義例
1,受注番号
2,得意先コード
3,商品コード
4,受注個数

このカラム定義ファイルの 1 行目は，DB アダプタが 1 列目のデータを［受注番号］にマッピングすること
を表します。
このカラム定義ファイルを使用して自動マッピングすることで，DB アダプタから取得されたデータは次の
ように変換され，要素名（列名）をキーにして値を参照できるようになります。
表 J‒4

テーブル構成（先頭行は列名を表す）

受注番号

得意先コード

商品コード

受注個数

1

AA001

0001

5

2

AB002

0001

1

3

AA001

0102

3

4

XA005

0103

1
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受注番号
5

(c)

得意先コード
AA001

商品コード
0105

受注個数
1

注意事項
カラム定義ファイルを作成するときの留意点について説明します。
• ファイル名および拡張子は任意です。
• 使用できる文字コードは MS932 です。
• 変換先要素名は大文字・小文字が区別されます。
• 変換元列番号，変換先要素名，または両方を省略した場合，その行の定義は無視され，警告メッセージ
が出力されます。
• 変換元列番号の文字列の長さは最大 1,024 文字です。
• 同一の変換先要素名を重複して定義した場合，先に定義した要素は無視されます。このとき警告メッ
セージが出力されます。
• カラム定義ファイルを利用した自動マッピングでは，カラム定義ファイルの変換先要素名だけで評価さ
れ，名前空間は区別されません。
例えば，カラム定義ファイルに次のように定義した場合，要素名が「Home:Tel1」「Mobile:Tel1」と
重複しているスキーマにマッピングすると，図のように両方の要素にマッピングされます。
カラム定義ファイルの内容

1,Name_Kanji
2,Name_Kana
3,Address
4,Tel1

図 J‒1

(2)

名前空間が異なる同一要素名がある場合のマッピングの例

データ変換定義画面でのマッピング
列名が要素名となるフォーマットに自動でマッピングするには，データ変換定義を使用します。
データ変換定義画面の変換元スキーマツリービューアに DB アダプタで取得したデータ，変換先スキーマツ
リービューアに変換後のフォーマットの XML スキーマを設定してください。
マッピングの方法を次に示します。
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1. 変換先のマッピング対象とする要素の親要素（複合内容要素）を選択します。
2. 親要素を選択した状態で，右クリックします。
ポップアップメニューが表示されます。

3. ポップアップメニューから［特殊マッピング］−［DB アダプタ］を選択します。
DB アダプタマッピング設定ダイアログが表示されます。

4. マッピング元を選択し，カラム定義ファイルを指定します。

5.［終了］ボタンをクリックします。
自動でマッピングされます。
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ポップアップメニューで［DB アダプタ］を選択したノード配下の要素名とカラム定義ファイルの変換
先要素名が一致しない，または一致する要素がマッピング対象でない場合，警告メッセージが出力され
ます。
6. 変換元要素から変換先要素にくり返しファンクションをマッピングします。
くり返しファンクションを定義する方法については，「6.5.16
ださい。
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外部バインディングファイルを利用した WSDL のカス
タマイズ

外部バインディングファイルを利用して，WSDL ファイルの解析方法をカスタマイズできます。外部バイ
ンディングファイルを利用した WSDL のカスタマイズの流れを次に示します。
1. 外部バインディングファイルを作成します。
ファイル名は，任意です。
外部バインディングファイルの作成例については，マニュアル「アプリケーションサーバ Web サービ
ス開発ガイド」の「15.2 WSDL から Java へのマッピングのカスタマイズ」を参照してください。
2. 作成した外部バインディングファイルを WSDL カスタムバインディング設定ページで設定します。
WSDL カスタムバインディング設定ページの詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファ
レンス」の「1.9.1 設定ダイアログ（WSDL カスタムバインディングファイルの設定）」を参照してく
ださい。
09-00 以前で外部バインディングファイルを使用しており，上書きインストールで 09-50 以降にバー
ジョンアップした場合，WSDL カスタムバインディング設定ページで，使用していた外部バインディ
ングファイル（<サービスプラットフォームのインストールディレクトリ>\CSCTE\config\tools
\custom\custombinding.xml）を指定してください。
格納した外部バインディングファイルを基に，WSDL ファイルを解析します。カスタマイズした WSDL
ファイルは，サービスアダプタやユーザ定義受付を作成するときに使用できます。
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バイナリフォーマット定義ファイルで文字コードとして IBM 漢字コードを選択する場合，デフォルトでは
次のとおり設定されます。
表 L‒1

文字コードに IBM 漢字コードを選択した場合のデフォルト
文字コード種別

コード体系

IBM_CODE+EBCDIC(LATIN)

IBM 漢字コード＋標準英小文字セット

IBM_CODE+EBCDIC(KANA)

IBM 漢字コード＋標準カタカナ文字セット

バイナリフォーマット定義ファイルの文字コードを設定するときは，［フォーマット］ダイアログを使用し
ます。［フォーマット］ダイアログの詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の
「1.3.1 フォーマットダイアログ」を参照してください。
文字コードの詳細は，マニュアル「サービスプラットフォーム リファレンス」の「付録 A
応表」を参照してください。

付録 L.1

文字コード対

IBM 漢字コードの文字セットを変更する手順

HCSC サーバを停止させた状態で，次に示すコピー元のディレクトリに格納されたテーブルファイルをす
べてコピー先のディレクトリに上書きしてください。
表 L‒2

IBM 漢字コードの変更
変更内容

コピー元

上書き先

標準文字セットから拡張文字セットに変更す
る（Windows の場合）

<サービスプラットフォームのイン
ストールディレクトリ>\CSC\lib

<サービスプラットフォームのイン
ストールディレクトリ>\CSC\lib

\external\table\ibmE

\external\table

<サービスプラットフォームのイン
ストールディレクトリ>\CSC\lib

<サービスプラットフォームのイン
ストールディレクトリ>\CSC\lib

\external\table\ibmB

\external\table

標準文字セットから拡張文字セットに変更す
る（UNIX の場合）

/opt/Cosminexus/CSC/lib/
external/table/ibmE

/opt/Cosminexus/CSC/lib/
external/table

拡張文字セットから標準文字セットに変更す
る（UNIX の場合）

/opt/Cosminexus/CSC/lib/
external/table/ibmB

/opt/Cosminexus/CSC/lib/
external/table

拡張文字セットから標準文字セットに変更す
る（Windows の場合）
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マニュアルで使用する用語について
マニュアル「アプリケーションサーバ & BPM/ESB 基盤 用語解説」を参照してください。
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