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はじめに 

 

本ガイドを開いていただきありがとうございます。 

 

インターシステムズは、1978年創業からデータベースの開発と販売、サポートを行っています。 

このデータベース、独自スクリプトを搭載しているため、データベースでありながらビジネスロジッ

クまで記述できてしまう優れものです。 

本ガイドの主役である Ensemble（アンサンブル）もこのスクリプトを使用してロジックが記載され、

弊社データベース製品：Caché をフル活用して開発されたシステム統合用プラットフォームです。 

また、Cachéをベースに開発されているため、 

Ensembleのシステム統合用ビジネスロジックを動かしながら、

必要なときデータベースへの参照・更新が普通にできる製品です。 

 

本ガイドでは、Ensemble でシステム統合を行うまでの開発方法や手順をご理解いただくため、

サンプルを利用しながら、以下の内容を解説します。 

 

 Ensembleの役割 

 Ensembleの動作の仕組み 

 基本プロダクションの作り方 

 

なお、基本プロダクション以外には、SS-MIX2 も含め HL7 のように標準規格に基づいた情報を

送受信するための構築済みコンポーネントを使用する開発方法もありますが、本ガイドは、基本

のコンポーネント開発方法をご説明するため、構築済みコンポーネントを利用する方法は登場し

ません。 

 

本ガイドは、Cachéのオブジェクト操作についてご存知であると読みやすくなります。 

まだ体験されたことのない方は、Caché技術ガイドの「ファーストステップガイド」をお読みいただく

ことを推奨します。 

 

本ガイドのサンプル1 を動作させるためには、Ensembleのインストール環境が必要となります。 

詳しくは担当営業、またはこちらの宛先までお問い合わせください。 

  

                                        
1 サンプルは FAQサイトからダウンロードいただけます。 

https://www.intersystems.com/assets/sites/6/Cache_FirstStepGuide_V2015.1_V1.0.pdf
mailto:jpedu@intersystems.com
http://faq.intersystems.co.jp/csp/faq/result.CSP?DocNo=392
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1. Ensembleの役割 

 

下の写真をご覧ください。 

 

 

 

背を向け合っている 2 名の男性、仲が悪いのかもしれませんが、言語の違いのため会話ができ

ず、意思疎通が図れない状況なのかもしれません。 

 

中央に少年がいます。彼は 2 名の男性の知人であり、背を向け合っている 2 名の男性の間に入

り、会話を成り立たせることができます。 

 

少年の役割は、 

 言語が違っても少年が翻訳し相手に伝えること 

 仲が悪く会話が成り立たない状況でも少年が間に入ることでコミュニケーションを取り易くす

ること。 

 

少年の役割をシステムで考えると、 

 データフォーマットが違う場合は、相手の仕様に合わせてフォーマットを変更する 

 プロトコルが違う／接続手段を変更できないシステムの間に入り中継する 

 

といえます。 

Ensemble は、少年の位置に当てはめて考えることができ、異なるシステム同士であっても、

Ensembleを経由することで接続できるよう データ中継を行う役割 があります。 
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2. Ensembleの動作の仕組み 

 

ここからは、イメージ図を利用して、データ中継の流れをご説明します。 

 

図の左側は、外部システムから Ensembleに送信される情報の受付窓口です。 

情報の受信方法としては、ファイルやデータベースへ定期的に問い合わせを行ったり、入力を待

機したり、または他システムのアプリケーションから直接送信してもらうなど、様々な方法を用意し

ています。 

Ensemble は、受信情報をメッセージ と呼ぶオブジェクトに格納し、次の処理を担当するコンポ

ーネントへメッセージ を送信します。 

メッセージ は受信した情報を全て利用して作成することも、一部抜粋した情報のみを利用するこ

とも自由に選択できます。 

Ensemble から外部システムへメッセージを送信する場合は、情報を送信する役割があるコンポ

ーネント（図の右側）へメッセージ を送信しコンポーネントから外部システムへ処理を依頼します。 

メッセージ に対して人の審査を必要としたり、また変換やデータの付け足しなど必要な場合は、

処理フローの調整役となる図の中央のコンポーネント（BPM）が担当します。 

 

 

図 1 Ensemble全体図（イメージ） 

 

各コンポーネント間のデータ送受信には、メッセージ を利用します。 

メッセージ の送受信が発生すると、Ensemble は自動的にメッセージ をデータベース（Caché）

内に格納します。 
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メッセージ

メッセージ メッセージ
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メッセージ がデータベースに保存されることを利用して、データ変換前後の違いを確認したり、運

用中の場合は、トラブル発生時に処理の元となったメッセージ を確認したり、途中からのやり直し

（再送）を行ったり、開発・テスト・運用のそれぞれの段階でメッセージ を利用した状態の確認が

行えます。 

 

Ensemble の構造をシンプルな絵にすると、下図のように 3 つのコンポーネント（ビジネス・サー

ビス、ビジネス・プロセス、ビジネス・オペレーション）に分かれた絵になります。 

 

図 2 Ensemble：3つのコンポーネント 

 

各コンポーネントの役割は、以下の通りです。 

 ビジネス・サービス 

外部からの情報を受付、メッセージを作成し他コンポーネントへ送信する役割 

 ビジネス・プロセス 

メッセージを受信すると起動し、処理の調整（定義した順番どおりにコンポーネントを呼び出

す／応答待ちを行う／人が審査する結果を待つ など）を行う役割 

 ビジネス・オペレーション 

メッセージを受信すると起動し、Ensemble外部へ処理の依頼を行う役割 

 

コンポーネント間のデータの送受信には、メッセージ が利用されます。 

ビジネス・サービス以外のコンポーネントは、メッセージ を受信することで処理を開始します。 
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さて、このメッセージ 、どのような意図で作成し、利用するものなのでしょうか。 

 

メッセージ は、Ensemble に入力された情報の中から外部システムへ中継したい情報を取り出

して、ビジネス・サービス内でオブジェクトとして新規生成します。 

 

Ensemble に接続する外部システム全てが同種のデータフォーマットで送信するわけではないの

と、中継内容も様々なので、Ensemble では、中継したい情報にあわせ自由にメッセージクラスを

定義できます2。 

また、メッセージはリクエスト（＝要求メッセージ）とレスポン（＝応答メッセージ）の 2 種類を用意し

ていて、コンポーネントの起動のきっかけになるメッセージをリクエスト（＝要求メッセージ）、コンポ

ーネントが処理を終え、呼び出し元へ応答するメッセージをレスポンス（＝応答メッセージ）として、

実装を分けています。 

 

これらメッセージは、具体的に中継の流れを考えながら設計していきます。 

 

次の項目では、サンプルの流れを利用して、メッセージやコンポーネントの作成概要について解説

します。 

  

                                        
2 SS-MIX2 も含め、HL7のように標準規格のある情報は、構築済みメッセージクラスが用意さ

れています。 
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3. 基本プロダクションの作り方 

(1). サンプルのテーマ 

本ガイドで利用するデータ中継のテーマは以下の通りです。 

 

ショッピングサイトを運営している会社があり、季節に合わせ商品情報の表示順を変更する作業

を行っています。 

ところが、季節を問わず良く売れるもの、想定しなかった時期に売れるものもあったりで、現在の

表示順変更ルールにうまく合いません。 

そこで、季節に合わせた表示順ではなく、そのときの気温にあわせた表示順に変更できないか検

討した結果、購入物品に対してそのときの気温を調査する必要性が出てきました。 

気象情報の確認には、外部の Web サービスサイト3 が利用できるため、購入されたタイミングで

気象情報を収集し、後で確認できるようにデータベースに情報を登録していく予定です。 

 

このテーマから、外部から受信する情報（＝購入した商品情報と気象情報の検索に利用するエリ

アコード）と Ensemble から外部システムへ処理を依頼するための送信情報（＝エリアコード）と

処理結果である応答内容（＝気象情報）などを確認できます。 

 

このテーマから、データ中継を行うために必要なコンポーネントを実装します。 

コンポーネントを動作させるためには、中継データであるメッセージを送受信する必要があり、メッ

セージを利用するためには、メッセージクラスを定義する必要があります。 

                                        
3 サンプルでは、気象情報の取得に Livedoor天気情報を使用させていただきました 

http://weather.livedoor.com/weather_hacks/webservice 
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DB気象情報を取得してからデータ
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ファイル入力以外にも、
ストアドプロシージャ経由、
REST経由で購入情報と
エリアコードを入力できる
ようにする予定

図 3 サンプルのテーマと Ensembleのコンポーネント 
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(2). メッセージクラスの定義 

ここからは、メッセージクラスの設計方法をサンプルを利用しながら解説します。 

 

メッセージクラスは、コンポーネントを動作させるためにどのような情報（＝メッセージ）を送受信し

たらよいかを考えながら設計します。 

今回の流れでは、以下の 2種類の情報が必要となります。 

A) 気象情報を取得するため外部Webサービスに送信するエリアコード 

B) DBに記録するための気象情報と購入商品名 

 

A) のエリアコード と B) の購入商品名 は、Ensemble への入力情報に含めてもらうことで対

応できます。B) の気象情報は、外部Webサービスの応答情報から取得できます。 

 

サンプルでは、以下 3種類のメッセージを用意しました。 

 Start.Request（要求メッセージ） 

サービスからプロセス、プロセスから気象情報取得用オペレーションの呼び出しで、購入商

品名とエリアコードを送信するために作成します。 

 Start.Response（応答メッセージ） 

気象情報取得用オペレーションの結果（気象情報）をプロセスに返送するために作成します。 

 Start.InsertRequest（要求メッセージ） 

プロセスから DB 登録用オペレーションへ気象情報と購入商品名を送信するために作成しま

す。 

Webサービス
（REST/ SOAP）

ビジネス・サービス ビジネス・プロセス
ビジネス・

オペレーション

ビジネス・
オペレーション

Start.Request

Start.Request(要求）
サービスで受信した情報から
購入商品情報をProductプロパティに、
エリアコードをAreaに登録し、ビジネス
プロセスに渡します。

Start.Request(要求）
気象情報取得のため、エリアコード:Area

プロパティに値を登録し、ビジネス・オペ
レーションを呼び出します。

Start.Request

DB

Start.InsertRequest(要求）
購入商品情報（Product）と気象情報
（Start.Response）を送信し、DB登録を
行うオペレーションを呼び出します。

Start.Response

Start.Response(応答）
Webサービスから返送される気象情報を、プロパティ
（Kion、Area、Pref、City、AreaDescription、
AreaPublicTime）に登録します。

購入商品名とエリア
コードが渡されます。

図 4 メッセージの流れ 
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それでは、サンプル4 をインポートして、メッセージクラスの定義内容を参照してみましょう。 

 

サンプルをインポートするため、スタジオを開き、ENSEMBLEネームスペースに移動します。 

 

 

 

サンプルファイルをドラッグしながらスタジオの領域まで移動してドロップし、インポートメニューを

開き、「OK」ボタンを押下しインポートします。 

 

 

図 5 サンプルのインポート（スタジオ） 

 

                                        
4 サンプルは FAQサイトからダウンロードいただけます。 

Ensembleの
ランチャーをクリック

https://faq.intersystems.co.jp/csp/faq/result.csp?DocNo=392
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要求メッセージの Start.Request クラスをスタジオで開きます。 

 

 

図 6 要求メッセージ：Start.Request 

同様に、応答メッセージの Start.Reponseクラスをスタジオで開きます。（図解は新規作成時の

画面説明が含まれています。） 

1. インポートした定義を確認
するため、スタジオの
[ワークスペース]の[プロ
ダクション]を選択します。

2. [メッセージ]を展開し、
Startパッケージの
Requestクラスを開きま
す（ダブルクリック）。

要求メッセージ作成時[リクエ
スト]を指定すると、
Ens.Requestクラスがスー
パークラスとして継承されます。

コンポーネント間で持ちまわりたい
情報は、プロパティに登録します。

応答メッセージ作成時[レスポンス]を指定
すると、Ens.Responseクラスが
スーパークラスとして継承されます。

図 7 応答メッセージ：Start.Response 
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最後に、DB登録依頼で送付する要求メッセージの Start.InsertRequest クラスを開きます。 

 

 

図 8 要求メッセージ：Start.InsertRequest 

 

 

サンプルで使用するメッセージについては以上です。 

 

ここまでのポイント 

メッセージクラスは、コンポーネントを動作させるために 

どのような情報（＝メッセージ）を送受信したらよいかを考えながら設計する。 

 

 

 

各コンポーネントを動かすための情報であるメッセージクラスが実装できたら、次はコンポーネント

用クラスを作成しますが、その前に、コンポーネントを一括管理するプロダクション定義についてご

説明します。 

 

  

DB登録オペレーションへ送信するメッセージ
には、Webサービスから返送される気象情
報全てを利用したいため、応答メッセージを
オブジェクト参照で定義しています。
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(3). プロダクション 

 

プロダクション定義には、データ中継で使用するコンポーネントとその設定が含まれています。 

例えば、ファイル入力を行う場合は監視先ディレクトリの設定、データベースへ接続する場合に

は、ODBC／JDBCで必要な接続文字列の指定などがプロダクション定義に含まれています。 

 

プロダクションの定義を確認するには、Ensemble管理ポータルを使用します。 

インポートしたサンプルのプロダクション定義を開いて確認しましょう。 

 

 

プロダクション画面に見える  は、プロダクションに Start.FileBSの構成名

称5 でコンポーネントが登録されていることを示しています。 

 

  

                                        
5 コンポーネントを追加するとき、構成名の指定を省略するとクラス定義名が構成名として登録さ

れます。構成名は、日本語も含め任意名称で登録することができます。 

① ②

③

④

Start.Production
を選択します。

プロダクション画面

図 9 プロダクション画面の開き方 
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プロダクションには、コンポーネントが接続する外部システム用設定情報などが含まれていて、コ

ンポーネント名をクリックすると設定内容が確認できます。 

 

下図は、ファイル入力を行う（＝ファイルインバウンドアダプタ6 を利用した）コンポーネントの設定

画面です。 

[ファイル・パス] に指定されたディレクトリに [ファイル・スペック] で指定されたファイルが存在

するか [呼び出し間隔] 5秒で監視する設定が登録されています。 

 

 

図 10 プロダクション：コンポーネントの設定画面 

 

実行環境に合わせ、設定は自由に変更できます。 

変更した場合は、設定タブの左上「適用」ボタンを押下しない限り、設定内容は反映されませんの

でご注意ください。 

 

 

ここまでのポイント 

プロダクション定義には、システム統合に必要なコンポーネントとその設定が

定義されている 

 

 

 

  

                                        
6 接続用処理を定義しているクラスでプロトコル別に用意されています。接続先情報詳細は図の

ようにプロダクション画面で登録できるように作成されています。 

コンポーネントの
名称をクリック

設定タブをクリックすると
コンポーネントに対する
設定が確認できます。
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(4). コンポーネントの作成 

サンプルが使用しているコンポーネントとその役割は以下の通りです7。 

 

コンポーネント名 役割 

Start.FileBS 指定ディレクトリに置かれたファイルを一定間隔で読み取るファイルインバ

ウンドアダプタを利用しているビジネス・サービス 

Start.NonAdapterBS アダプタを利用せず直接アプリケーションやユーザから情報を入力しても

らうためのビジネス・サービス 

Start.WS.WebServiceBS Webサービスを利用して情報を入力してもらうためのビジネス・サービス 

Start.WeatherCheckProcess 気象情報を取得してからデータベースの登録を行う手順を制御するビジ

ネス・プロセス 

Start.GetKionOperation 気象情報提供先のWebサービスへエリアコードを渡し気象情報を返送し

てもらうビジネス・オペレーション 

Start.SQLInsertOperation データベースへ気象情報と購入情報の登録依頼を行うため、SQLアウト

バウンドアダプタを使用するビジネス・オペレーション 

Start.InsertOperation アダプタを使用せず、Ensemble内テーブル対して更新処理を行うビジ

ネス・オペレーション 

                                        
7 BSはビジネス・サービス、BPはビジネス・プロセス、BOはビジネス・オペレーションの略です。 

ストアド呼び出し例
Start.Utils_CallEnsemble(“おやき”, “200010”)

ファイルアダプタ
のBS

アダプタ無しのBS
（ストアド／RESTか
らの呼び出し）

Webサービス用
BS

HTTTPアダプタの
BO（REST呼び出し）

アダプタ無しの
BO（DB登録）

SQLアダプタのBO
（xDBC経由の

DB登録）

BP

http://weather.livedoor.com/forecast/webservice/json/v1?city=200010
から指定都市の気象情報を取得

DB

↑
どちらか

↓

一定間隔で指定ディレクトリを検証し、ファイルが見
つかった場合BSに情報を渡す。
ファイル形式 ： 購入商品名,地域ID<改行>

REST呼び出し例出し例
http://localhost:57772/start/weather/ちくわ/230020

Webサービステスト画面から実行
http://localhost:57772/csp/ensemble/%25SOAP.WebServiceIn
voke.cls?CLS=Start.WS.WebServiceBS&OP=CallEnsemble

図 11 サンプル：コンポーネント全体図 
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ここからは、コンポーネントの作成概要についてご説明します。 

 

ビジネス・サービスとビジネス・オペレーションはスクリプトの記述があるため、スタジオで作成しま

す。ビジネス・プロセスは管理ポータル／スタジオ両方で作成できます。 

 

作成順は特にありませんが、今回のサンプルでは、外部システムが既に公開済みのサイトを利用

しているため、ビジネス・オペレーションから作成し始めるとテストが簡単に行えます。 

 

コンポーネント作成後のテストですが、ビジネス・プロセスとビジネス・オペレーションについては、

Ensembleがテスト画面を提供できます。 

ただ、本番環境で誤ってテストしないように、プロダクション定義のデフォルト設定でテストは無効

化されています。 

 

プロダクションでテストを有効化する方法は以下の通りです（サンプルプロダクションは予め設定し

てあります）。 

 

 

図 12 プロダクション：テスト使用可能のチェック 

 

  

1. [プロダクション設定]
を押下します。

2. 設定タブを選択

3. [開発とデバッグ]を展開し、
[テスト使用可能]にチェック
を入れます。
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i. ビジネス・オペレーション 

 

サンプルでは、2種類のビジネス・オペレーションを使用しています。 

1 つは、REST で外部の Web サービスサイトにエリアコードを渡し、気象情報の取得を依頼する

オペレーションで、もう 1 つは、Ensemble 内のデータベースへ気象情報と購入商品名を渡し更

新処理を依頼するオペレーションです。 

 

RESTで外部Webサービスサイトを呼び出すオペレーションの作成から確認していきましょう8。 

 

このオペレーションは、Start.Request メッセージが入力されると GetKion()メソッドが起動し、

外部サイトへ問い合わせを行い、気象情報を Start.Response メッセージに格納し返送します。 

                                        
8 作成方法詳細は RESTオペレーションのドキュメントもご参照ください。 

1. 新規作成画面の左メニュー [プロダクション]
右メニュー[ビジネスオペレーション]を選択します。

2. ビジネス・オペレーション名を入力します。

3. アダプタを選択します。
REST経由の呼び出しを行う場合は、
EnsLib.HTTP.OutboundAdapter
を指定します。

4. ビジネス・オペレーションに用意するメソッド
名を指定します。また、起動のきっかけとなる
要求メッセージクラス（Start.Request）と
気象情報を返送するための応答メッセージ
（Start.Response）を指定します。

応答メッセージクラス
要求メッセージクラス

《メッセージマップ》
入力される要求メッセージに対して起動す
るメソッドの割り当てを記述する定義です。
例文では、Start.Request が入力される
とGetKion()メソッドが呼び出されます。

アダプタの定義

図 13 外部のWebサービスサイトを呼び出すビジネス・オペレーション（Start.GetKionOperation） 

http://docs.intersystems.com/ensemble_latestj/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=ESOAP_rest#ESOAP_rest_operation
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作成したビジネス・オペレーションは、RESTで外部サイトに HTTP要求を送信するため、アダプタ

は HTTP用のアダプタ9 を使用しています。 

ビジネス・オペレーション作成時、HTTP用アダプタを指定するとビジネス・オペレーションのスーパ

ークラスには、Ens.BusinessOperationが設定されます。 

HTTPアダプタ標準のビジネス・オペレーションの場合、JSON形式のデータを操作するユーティリ

ティが足りないため、作成したオペレーションクラスのスーパークラスを REST用に変更します。 

 

方法： 現在の Ens.BusinessOperation から EnsLib.REST.Operation  に変更します。 

 

変更にはスタジオのインスペクタを利用すると便利です。操作方法は以下の通りです。 

 

 

図 14 REST用ビジネスオペレーションのスーパークラス 

 

クラス定義文では、Extends の右側に記載のあるクラス名が変わります。 

 

                                        
9 HTTP用アダプタの詳細はドキュメントをご参照ください。 

1. スタジオのインスペクタを開きます。
2. 左上のドロップダウンリストで Class が選択されてい
ることを確認します。

3. Super属性を修正するため、 を押下します。
4. Ens.BusinessOperationをダブルクリックか から
左側のリストに戻します。

5. 左側リストからEnsLib.REST.Operationを選択し、
ボタン押下し、右側のボックスに追加します。

http://docs.intersystems.com/ensemble_latestj/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=EHTTP
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続いて、メッセージが送信されたときに動作する GetKion()メソッドのコードを記述します。 

GetKion()メソッドでは、入力情報として渡される要求メッセージの Area プロパティからエリアコ

ードが取得できます。このエリアコードを外部 Web サービスが公開している URL のパラメータに

設定し呼び出せば、気象情報が取得できます。 

なお、HTTPサーバや URLの設定は管理ポータルのプロダクション画面で設定します。設定内容

を取得するには、HTTPアウトバウンドアダプタから提供されるAdapterプロパティを使用します。 

例） URLの指定の場合は、 ..Adapter.URL 

 

REST 用ビジネス・オペレーションが提供する GetURL()メソッドを使用して、外部サイトを呼び出

します。第 1 引数に実行したい URL（＝エリアコードをパラメータに指定した URL）、第 2 引数に

参照渡しで引数を用意し HTTP 応答を受け取ります。HTTP 応答には JSON 形式で気象情報が

格納されるので、応答メッセージ（＝pResponse）に情報を登録したらオペレーションは完成で

す。 

 

HTTPアウトバウンドアダプタを使用する場合、
リクエスト先HTTPサーバとURLの指定はプ
ロダクションで設定できます。

HTTPアウトバウンドアダプタを使用したオペレーションで、
プロダクション設定で指定した値を取得するには、

Adapterプロパティを利用します。 例）..Adapter.URL

第1引数に指定したURL対してGETコマン
ドを実行します。第2引数はHTTP応答を
受け取る変数で参照渡しで指定します。
実体は%Net.HttpResponseのイン
スタンスが返ります。

HTTP応答のDataプロパティに気象
情報がJSON形式で返送されるので、
応答メッセージ（Start.Response）
のプロパティに結果を登録します。

HTTP応答のDataプロパティに格納されたJSONオブジェクトを
取得する場合、REST用オペレーションクラスから継承された
JSONStremaToObject()メソッドを使用します。
set tSC = ..JSONStreamToObject(tHttpResponse.Data, .tProxy)

図 15 REST用オペレーション（Start.GetKionOperation）：メソッドのコード 
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作成したメソッドの第 2引数には、参照渡しで応答メッセージクラス名が指定されています。 

 

 

呼び出し元に応答メッセージを返す場合は、応答メッセージのインスタンスを生成し、第 2 引数の

変数（pResponse）に格納し、プロパティに必要な情報を設定します。 

 

外部サイトからの HTTP応答が JSON形式で返送されるため、JSONStreamToObject()メソッ

ドを使用して、第 2引数の HTTP応答（JSON形式のストリーム）を第 3引数のオブジェクに変換

しています。 

 ..JSONStreamToObject(tHttpResponse.Data, .tProxy) 

変換後は、公開サイトの JSONデータ詳細10を確認しながら応答メッセージのプロパティに値を設

定します。 

 

図 16 応答メッセージ（Start.Response）の作成方法と返送される JSONデータの詳細 

                                        
10「本日」の気温が取得できない時間帯もあります。 

set pResponse=##class(Start.Response).%New()  // インスタンス生成 

set tSC = ..JSONStreamToObject(tHttpResponse.Data, .tProxy) 

// 本日／明日／明後日 のデータが Listの 1～3に入っている 以下は本日の最高気温 

// JSON詳細は http://weather.livedoor.com/weather_hacks/webservice 

set pResponse.Kion=tProxy.forecasts.GetAt(1).temperature.max.celsius 

set pResponse.AreaDescription=tProxy.description.text 

set pResponse.AreaPublicTime=tProxy.description.publicTime 

set pResponse.Area=tProxy.location.area 

set pResponse.Pref=tProxy.location.prefecture 

set pResponse.City=tProxy.location.city 

Method GetKion(pRequest As Start.Request, Output pResponse As Start.Response) As %Status 

http://weather.livedoor.com/weather_hacks/webservice
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ビジネス・オペレーションをコンパイルした後で、プロダクションにオペレーションを追加し、テストを

行います。（今回は、完成版のサンプルをインポート済みなので、早速テストを行います。） 

 

図 17 コンポーネントのテスト：Start.GetKionOperation 

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨

① 管理ポータルでEnsembleメニューを選択
② 一覧を選択
③ プロダクションを選択
④ 一覧からStart.Productionを選択
⑤ 「開く」ボタン押下
⑥ プロダクション画面の「開始する」ボタン押下
⑦ オペレーション：Start.GetKionOperation を
選択（字の部分を選択）

⑧ 右画面の「アクション」タブを選択
⑨ 「テスト」ボタン押下
⑩ Area に エリアコード指定（例では120010）
⑪ 「テスト・サービスを実行」ボタン押下

⑫ ビジュアル・トレース を押下し、メッセージ
のトレース画面で確認

⑩

⑪

WebサービスからのHTTP応答か
ら取得した情報

⑫
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テスト実行で入力するエリアコードは、こちらから確認できます。 

 

 

図 18 エリアコードの確認：外部サイト 

 

  

http://weather.livedoor.com/forecast/rss/primary_area.xml
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続いて、トレース画面の使い方について、ご紹介します。 

 

左画面で  などの横長の長方形を選択すると、右画

面の情報が変わります。 

システム統合の流れで送受信したメッセージは自動的にデータベース保存されます。メッセージの

トレース画面を使用すると、時系列でどのようなメッセージがどのコンポーネントに渡されたか、応

答があったかどうか、など詳細に確認することができます。 

 

システム統合中にエラーが発生した場合は、 

「○から△のコンポーネントに□のメッセージを 送付中／受信中／受信後 にエラー発生」 

がわかるように、エラーが発生した場所に赤いマークがつきます。 

もちろん、トレース以外にもイベントログページも用意しています。 

（管理ポータル→Ensemble→表示→イベントログ） 

  

左画面の
を選択すると、右画面の情報が変わります。
右画面は、ヘッダ、ボディ、コンテンツのタブに
分かれていて、ヘッダはEnsembleが制御す
るメッセージの管理情報が含まれます。
ボディはメッセージクラスで定義したプロパティ
一覧が参照できます。
コンテンツは、ボディのメッセージクラスをXML
形式で表示する画面です。

コンテンツの表示
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ご参考： プロダクションにコンポーネントを追加する手順は以下の通りです。 

 

 

図 19 コンポーネントをプロダクションへ追加するウィザード（管理ポータル） 

 

追加後、使用するアダプタに合わせて必須の設定項目があるので、プロダクション画面上で設定

し適用ボタンを押下します。 

  

サービス、プロセス、オペ
レーションの文字の右横に
ある ボタンを押下します。

各コンポーネントの追加ウィザード
が表示されます。
作成したコンポーネントのクラス名
をプルダウンから選択し、「有効に
する」にチェックをいれたらプロダク
ションに追加できます。
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続いて、データベースへ更新依頼を行うビジネス・オペレーションの作成概要を説明します。 

サンプルには Start.SQLInsertOperation と Start.InsertOperation の 2 種類のオペレ

ーションの用意があります。 

それぞれ、データベースの更新依頼を行うオペレーションですが、 

Start.SQLInsertOperation は、SQLアウトバウンドアダプタを利用していますが、 

Start.InsertOperation は、アダプタを使用していません。 

 

両者の違いは、 

SQL アウトバウンドアダプタを使用するオペレーションは、ODBC／JDBC 接続でのアクセスを前

提としているため、データベースの接続先を設定で切り替えることができます。 

アダプタを使用しないオペレーションでは、DB 更新対象は、Ensemble から見える範囲のデータ

ベースで、接続先の切り替えが発生しないことが前提となります。 

 

Ensemble にはデータベースが含まれているため、システム統合中の任意データの格納場所に

Ensemble 内データベースを使用できますが、数年後、システム構成が何らかの理由で変更とな

り、Ensemble とは異なるサーバ上のデータベースへ接続する必要が出てきた場合、アダプタを

使用しないオペレーションをそのまま継続利用することはできません。 

反対に、SQL アウトバウンドアダプタを使用するオペレーションは、接続先指定を変えることで処

理内容に変更が無ければそのまま運用できます。 

 

Ensemble はデータを中継することが主な役割であるため、外部接続先の変更に柔軟に対応す

る必要があります。そのため外部接続に対応するコンポーネントは、疎結合で作成することを推奨

しています。 

 

とはいえ、将来構成に変更がなければ、わざわざ ODBC／JDBC 接続を使用しなくても

Ensemble 内データベースにアクセスできますので、利用用途に合わせ、アダプタを使用する／

しないをご選択いただけます。 
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では、アダプタを使用する Start.SQLInsertOperation のコードを確認しましょう。 

作成手順は P18「図 13 外部の Web サービスサイトを呼び出すビジネス・オペレーション

（Start.GetKionOperation）」 と同様です。 

 

今回使用するアダプタは SQLアウトバウンドアダプタ で、データベースに対してSQL文の実行

を依頼できるアダプタです。 

アダプタが異なると提供されるメソッドも異なります。アダプタから提供されるメソッド詳細について

はドキュメントをご参照ください11。 

 

 

図 20 データベース更新依頼用オペレーション：Start.SQLInsertOperation 

 

続いて、アダプタを使用しない Start.InsertOperation のコードを確認しましょう。 

アダプタを使用する／しないに関わらず、オペレーション新規作成ウィザードの利用方法は共通で

すが、アダプタを使用しない場合は、アダプタ選択用リストを空欄にしておきます。 

 

                                        
11 SQL用アダプタのドキュメントはこちらからご参照いただけます。 

要求メッセージStart.InsertRequestが入力されると
Insert()メソッドが起動します。

アダプタ経由でSQLの更新文を依頼する場合
は、..Adapter.ExecuteUpdate()メソッドを実行します。
第1引数：影響受けた行数
第2引数：実行するSQL文
第3引数：SQL文の引数

空欄のままとします。

http://docs.intersystems.com/ensemble_latestj/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=ESQL
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コード例は以下の通りです。 

 

 

図 21 アダプタを使用しないオペレーション：Start.InsertOepration 

 

オペレーション内は、スクリプトを利用してオブジェクト／SQL アクセスのどちらかを利用して更新

処理を実行しています。 

 

更新対象データベースが Ensembleから切り離されることが無ければ十分な実装といえます。 

 

 

ここまでのポイント 

アダプタを使用したオペレーションは、接続先に処理を依頼するための専用メ

ソッドが提供される。 

アダプタを使用しないオペレーションも作成可能で自由にコードを記述できる 
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ii. ビジネス・プロセス 

 

ここからは、処理の調整役となるビジネス・プロセスについてご説明します。 

サンプルの中で行いたい処理の調整は、以下の内容です。 

手順① 外部のWebサービスにエリアコードを渡し気象情報を問い合わせる 

手順② ①の問合せ結果（気象情報）と、処理開始時に受信した購入商品名を DBへ登録する 

 

サンプルのビジネス・プロセスでは、手順①の回答を待って手順②の動かすように調整します。 

回答を待つ処理（＝同期を取る処理）ですが、 

例えば、手順①が数日返ってこない場合、どうなるでしょうか？ 

数日回答を待ち続けている間にビジネス・プロセスへ次々に新メッセージが渡された場合、メッセ

ージは一旦キュー12 に格納されるため消失しませんが、新メッセージの処理をビジネス・プロセス

が実行できず処理に遅延が発生します。 

そこで、Ensembleでは、ビジネス・プロセスの動きとして、同期呼び出しがある場合に、A)完全

に同期を取る方法と、B)応答待機中は他の処理が動作できるようにビジネス・プロセス自身の状

態を一旦データベースに保存し、実行環境を明け渡す方法を用意しています。 

 

A)完全に同期を取る方法は、 

同期呼び出しを行っている間は、ビジネス・プロセスの処理は継続中となり全ての処理が終了す

るまで次のメッセージの処理は待たされる。 

 先入れ先出し方式で処理順を保障する必要がある場合に利用します。 

 

B)もう 1つの方法は、 

同期呼び出しを行った時点で一旦データベースに自分自身の状態を保存する。応答メッセージを

受信しメッセージを処理する順番が来たときにデータベースからオープンし次の処理を実行する。 

（データベースへのビジネス・プロセスの保存・再オープンは Ensembleが管理します） 

 メッセージの処理順序が入れ替わっても良い場合（＝応答を待つ間に受信した別メ

ッセージをどんどん処理してよい場合）に利用します。 

 

サンプルでは、B)を利用しています。 

ビジネス・プロセスを作成するエディタは 2種類あり、処理フローを定義しながら実装できるビジネ

ス・プロセス・エディタとスタジオでスクリプトを記述する方法があります。 

ビジネス・プロセスエディタを使用する場合、コンポーネントの呼び出しに call アクティビティを使

用しますが、このアクティビティは B)の方法で実装されます。もちろん、ビジネス・プロセス・エディ

タでも A)の方法を実装できますが、その場合は callアクティビティを使用しません。 

                                        
12 ビジネス・プロセスとビジネス・オペレーションにはキューがあります。 
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では、作成方法について解説します。 

ビジネス・プロセス・エディタを利用する場合、管理ポータル、スタジオ、どちらでも記述できます。 

また、プロダクション構成画面からビジネス・プロセスを開くこともできます。下図は、その手順で

す。 

 

 

図 22 ビジネス・プロセス・エディタの開き方（Start.WeatherCheckProcess） 

 

このエディタで   のようなアイコンはアクティビティと呼び、

<call> のマークがあるものは、他コンポーネントの呼び出しができるアクティビティです。 

① ②

③

④

① ビジネス・プロセス名をクリック
② 設定タブをクリック
③ [情報を提供する設定]を展開
④ クラス名右横の を押下
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アイコンの右端に  の記号がありますが、この記号は応答メッセージが返る＝同期呼び出し

を行うマークです。<call>アクティビティのデフォルトは非同期呼び出し設定のため、必要に応じ

て変更します。 

 

さて、ビジネス・プロセスは、ビジネス・オペレーションと同じく要求メッセージが送信されると起動

するコンポーネントです。 

サンプルでは、要求メッセージ：Start.Requestが送信されると起動し、応答メッセージは返送し

ない設定としています。 

 

 

図 23 ビジネス・プロセスの要求メッセージ（基本要求） 

 

ビジネス・プロセスに送信される要求メッセージと 

<call>アクティビティを利用して他コンポーネントを呼び出すときに送信する要求メッセージ（＋応

答メッセージ） 

いろんなところにメッセージが登場します。 

 

ビジネス・プロセス・エディタでは、どこからどこへ送受信したメッセージか確認できるようにメッセ

ージを格納するオブジェクト名を明確に分けています。 

  

応答メッセージに特別なプロパ
ティを含まない場合は、デフォル
ト設定（Ens.Response）のまま
とします。
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図 24 ビジネス・プロセス・エディタで利用するメッセージ用オブジェクト変数 

 

 request （基本要求） 

ビジネス・プロセスの起動のきっかけになったメッセージでサンプルでは、Start.Request 

（ビジネス・プロセス・エディタ上、コンテキストタブのリクエストの設定に指定するメッセージ） 

 response （基本応答） 

ビジネス・プロセスの呼び出し元に返送する応答メッセージ（サンプルでは利用していません） 

（ビジネス・プロセス・エディタ上、コンテキストタブのレスポンスの設定に指定するメッセージ） 

 callrequest （要求メッセージ） 

<call>アクティビティで指定したコンポーネントを呼び出すときに送信する要求メッセージ 

 callresponse （応答メッセージ） 

<call>アクティビティで指定したコンポーネントから返送される応答メッセージ 

 

callrequest と callresponse は、<call>アクティビティの呼び出し処理が終了すると消去さ

れるオブジェクトです。 

それ以外は、ビジネス・プロセスの処理が終了するまで消えないオブジェクトです。 

 

さて、callresponseが消えると困ることがあります。 

 

それは、今回のサンプルにもあるように、 

コンポーネントを呼び出す際、それ以前に呼び出したコンポーネントの応答結果を利

用したい場合に、応答メッセージが消失してしまうため次のコンポーネントで使用する

予定だった情報が消えてしまう。 

 

困りました。 

 

どうしたらいいでしょうか・・・・・ 

 

request

response

call

ビジネスプロセス
callrequest

callresponse

call
callrequest

callresponse

context

ビジネス
サービス

ビジネス
オペレー
ション
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そんなとき、contextオブジェクトを利用します。 

contextオブジェクトは、request／response 同様、ビジネス・プロセスの処理が終了するまで

生き残るオブジェクトです。 

しかも contextは汎用オブジェクトなので、プロセスエディタ内で定義できます。 

context のほかに、response オブジェクトも引き継ぐデータの退避にあうプロパティがあれば、

利用できます。 

 

では、今回の流れを再度確認しましょう。 

 

水色の吹き出しの Start.Responseは処理が終了すると消去されるオブジェクトです。 

次に実行する[DB 更新用ビジネス・オペレーション]へ送信するメッセージに、気象情報が格納さ

れた応答メッセージ（Start.Response）を利用したいため、context オブジェクトへ応答メッセー

ジ（Start.Response）のプロパティ値を全てに代入できるように実装します。 

では、contextプロパティの設定はどうなっているでしょうか。 

ビジネス・プロセス・エディタのコンテキストタブにある「コンテキスト・プロパティ」にプロパティを定

義します。今回は、応答メッセージ（Start.Response）のプロパティ全てを context オブジェクト

へ退避したいので、プロパティのタイプ指定は Start.Responseを設定しています。 

 

Webサービス
（REST/ SOAP）

ビジネス・サービス ビジネス・プロセス
ビジネス・

オペレーション

ビジネス・
オペレーション

Start.Reqest

Start.Request(要求）＝request
サービスで受信した情報から
購入商品情報をProductプロパティに、
エリアコードをAreaに登録し、ビジネス
プロセスに渡します。

Start.Request(要求）＝callrequest
気象情報取得のため、エリアコード:Areaプロ
パティに値を登録し、ビジネス・オペレーション
を呼び出します。

Start.Reqest

DB

Start.InsertRequest(要求）＝callrequest
購入商品情報（Product）と気象情報
（Start.Response）を送信し、DB登録を行うオペ
レーションを呼び出します。

Start.Response

Start.Response(応答）=callresponse
Webサービスから返送される気象情報を、プロパティ
（Kion、Area、Pref、City、AreaDescription、
AreaPublicTime）に登録します。

購入商品名とエリア
コードが渡されます。
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つづいて、<call>アクティビティ内の設定を確認します。 

 

 

図 25 ビジネス・プロセス：callアクティビティ 

 

要求メッセージと応答メッセージには、○○・ビルダ というボタンがついています。 

このボタンを押下すると、それぞれのメッセージのプロパティに何を登録したらよいか？を指定で

きる線引きエディタを起動します。 

 

○○・ビルダの図解は次ページをご参照ください。 

  

呼び出し先コンポーネ
ント名を指定します。

同期処理を行う場合は、
チェックを外します。

送信する要求メッセージ：
Start.Request

返送される応答メッセー
ジ：Start.Response
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この後、データベース更新依頼用ビジネス・オペレーション（Start.SQLInsertOperation か、

Start.InsertOperation）を同様に<call>アクティビティで呼び出したら完成です。 

 

（詳細は、ビジネス・プロセスの  の設定をご参照ください。） 

 

設定が完了したら、プロダクションに追加し、テストします。 

プロダクションへの追加方法やテスト方法の流れは、ビジネス・オペレーションと同様です。 

ご参考：P25「図 19 コンポーネントをプロダクションへ追加するウィザード（管理ポータル）」 

P22「図 17 コンポーネントのテスト：Start.GetKionOperation」 

 

テスト後のトレース画面例は次ページをご参照ください。 

エリアコードだけ渡せれば
よいので線は1本だけ

応答メッセージ：callresponseは消

去されてしまうので、
context.WeatherInfoプロパティに
設定します。

図 26 ビジネス・プロセス：リクエストビルダ／レスポンスビルダ 
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ビジネス・プロセスは調整役13なので、同期実行の順番を守りながら定義されたコンポーネントを

順次呼び出しているのがわかります。 

 

ここまでのポイント 

ビジネス・プロセスは Ensemble内統合処理の調整役。 

ビジネス・プロセス・エディタは以下の種類のメッセージ用変数を用意している。 

request/response/callrequest/callreponse/context 

ビジネス・プロセス・エディタで作成したビジネス・プロセス14は、コンポーネント

の呼び出しに同期処理があっても、他のメッセージを遅延させない仕組みで動

作する。 

 

  

                                        
13 サンプルでは、callアクティビティしか扱っていませんが、その他にもデータ変換など様々なア

クティビティがあります。 
14 ビジネス・プロセス・エディタ以外で作成するビジネス・プロセスは、Ens.BusinessProcess ク

ラスを継承していますビジネス・プロセスエディタで作成した場合は Ens.BusinessProcessBPL

クラスを継承しています。 

図 27 ビジネス・プロセス：テスト実行後のトレース画面 
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iii. ビジネス・サービス 

 

いよいよ最後のコンポーネントです。 

ビジネス・サービスは、Ensemble 外部からの送信される情報の入力窓口で、外部 I/F に対して

アダプタを使用する／しないを選択できます。 

サンプルでは、3種類のビジネス・サービスを用意しています。 

ファイルインバウンドアダプタを利用したファイル用ビジネス・サービス（Start.FileBS） 

SOAP イ ンバウ ン ド アダ プ タ を利用す る Web サービス用ビ ジネス ・ サー ビ ス

（Start.WS.WebServiceBS） 

アダプタを使用せず、ストアドプロシージャや REST で呼び出されるビジネス・サービス

（Start.NonAdapterBS）  

 

情報入力に使用する接続方法が異なるだけ、ビジネス・サービス数が増えますが、ビジネス・サー

ビス内で行う処理は 

Ensemble外部から入力された情報を利用して、 

送信する要求メッセージを作成し、 

ビジネス・コンポーネント15を呼び出すだけ でとてもシンプルです。 

 

では、アダプタを使用するコンポーネントから作成方法概要を説明します。 

 

  

                                        
15 サンプルでは、ビジネス・プロセスを呼び出しますが、ビジネス・オペレーションも呼び出せま

す。 
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ビジネス・サービスはスクリプトを記述するので、スタジオで作成します。 

スタジオの新規作成メニューのビジネス・サービスウィザードを起動し、アダプタを選択して完了ボ

タンを押下します。 

 

ビジネス・サービスで記述するロジックについて、ファイルインバウンドアダプタを例に以降のペー

ジで解説します。 

  

① ②

③

アダプタを使用する場合は、プルダウンからア
ダプタ名を選択します。アダプタを使用しない場
合は、空欄のまま完了ボタンを押下します。

アダプタが入力情報を検出すると、ビジネス・サービスに用意された
ProcessInput()メソッドを呼び出し、自動的にOnProcessInput()が
呼び出されます。このメソッドの引数は、第1引数に入力情報、第2引
数は参照渡しで接続元へ返送する応答情報が指定されます。

図 28 ビジネス・サービスの新規作成 
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ファイルインバウンドアダプタでは、監視対象ディレクトリの指定をプロダクションのビジネス・サー

ビス用設定の「ファイル・パス」で指定できます。 

「ファイル・パス」に置かれたファイルが「ファイル・スペック」に指定した情報と合致する場合、ファ

イルをストリームオブジェクトとしてオープンし、ビジネス・サービスのProcessInput()を呼び出す

ときの第 1引数に指定します。 

 

 

図 29 ビジネス・サービスの設定（ファイル・パス／ファイル・スペック） 

 

ProcessInput()が起動すると自動的に OnProcessInput()が呼び出されます。この時、

OnProcessInput()には、ProcessInput()で渡された引数がそのまま渡ります。 

 

 

図 30 アダプタとビジネス・サービスの関係 

OnProcessInput()の中では、第 1引数に渡されるファイルストリームオブジェクトから情報を取

得し、次のコンポーネントへ渡すメッセージを作成し、次のコンポーネントを呼び出す処理を記述し

たら基本ロジックは終了です。 

ビジネス・
プロセス

クライアント・
アプリケーション

ビジネス・
サービス

ProcessInput()

OnProcessInput()
アダプタ
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OnProcessInput()のメソッド定義は以下の通りです。 

 

 

 

pInput には、テキストファイルの場合%Steam.FileCharacter クラス、バイナリファイルの場

合%Stream.FileBinary クラスのインスタンスが渡されます。 

 

サンプルでは、テキスト形式のファイルが入力される予定で、1 依頼 1 行として、複数行の依頼も

受け付けるように記述しています。 

End Of File を検知すると 1 を設定する AtEndプロパティを利用して、ループ処理中にファイル

から 1行ずつ ReadLine()16メソッドを使用して行を読み取ります。 

その流れの中で、メッセージを作成し他コンポーネントを呼び出す..SendRequestAsync()メ

ソッドを呼び出します。 

このメソッドは、第 1引数に指定したコンポーネントを呼び出し、第 2引数の要求メッセージを渡し

ます。なお、..SendRequestAsync()は非同期呼び出し17のため、呼び出し先処理の終了を待

ちません。サンプルコードは以下の通りです。 

 

 

図 31 ビジネス・サービス：OnProcessInput()のコード 

 

ご参考：上記例文中の $piece()関数の使い方を解説します。 

$piece(“文字列”,”区切りマーク”,”ポジション番号”) 

区切りマーク付き文字列の設定／取得が行える関数で、サンプルでは、カンマ区切りデータの 1

番目と 2番目の値を取得するため、以下の構文で記述されています。 

 set request.Product=$piece(record,",",1) 

 set request.Area=$piece(record,",",2) 

                                        
16 改行があるところまで Readするメソッド。ファイルアダプタ詳細は、ドキュメントをご参照くださ

い。 
17 同期呼び出し用に SendRequestSync()もあります。 

要求メッセージ（Start.Request）を
作成します。
サンプルでは、以下の形式で指定さ
れる予定です。

購入商品名,エリアコード
カンマ区切りデータの操作に便利な
$piece()関数を使用します。

他コンポーネントの呼び出しには、各コンポーネントに用意のある
SendRequestAsync()メソッドを使用します。第1引数にはプ
ロダクションに登録されているコンポーネント名を指定します。第2
引数には要求メッセージを指定します。

Method OnProcessInput(pInput As %Stream.Object, Output pOutput As %RegisteredObject) As %Status 

http://docs.intersystems.com/ensemble_latestj/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls?PAGE=CLASS&LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=%25Stream.FileCharacter
http://docs.intersystems.com/ensemble_latestj/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls?PAGE=CLASS&LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=%25Stream.FileBinary
http://docs.intersystems.com/ensemble_latestj/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=EFIL
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では、上記説明に登場した Start.FileBSの動作を確認します。 

サンプルプロダクションでは、C:¥temp¥in を「ファイル・パス」に、check.txt を「ファイル・スペッ

ク」に指定しています。 

同じディレクトリをご用意いただくか、別ディレクトリに変更いただき、check.txt ファイルに以下の

形式（購入商品名,エリアコード）でサンプルデータを登録してください。 

ファイルを適当なディレクトリに保存した後で、c:¥temp¥in 

にコピーします。（この時点でプロダクションを停止していた

ら開始してください。）しばらくすると、check.txt ファイルが

消えます。消えたらメッセージを確認しましょう。 

 

 

図 32 ビジネス・サービス：トレース画面での確認 

[ソース]欄にビジネス・サービス名（Start.FileBS）が表
示されている行を確認します。
セッション番号をクリックするとトレース画面が開きます。
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つづいて、Webサービス用ビジネス・サービスの作成概要をご説明します。 

 

 

Web サービス用ビジネス・サービスクラスは、Web サービス提供側＝Web サービスサーバとし

て動作します。必要な定義は、スタジオのWebサービス作成ウィザードを使用して作成します。 

スーパークラスの指定変更方法については前述の P19「図 14 REST 用ビジネスオペレーショ

ンのスーパークラス」をご参照ください。 

  

変更前 変更後Ensemble用Webサービスクラスを作
成するため、スーパークラスの指定を
デフォルト設定
の%SOAP.WebSerivice から
EnsLib.SOAP.Serviceに変更します。

サンプルのWebメソッドでは、以下
の引数を用意しています。
第1引数：購入商品名、
第2引数：エリアコード

Webメソッド内でメッセージを作成
し、..SendRequestAsync()を
呼び出し次のコンポーネントへメッ
セージを送信します。
Webサービス用ビジネス・サービス
では、OnProcessInput()を実
装しなくても、直接次のコンポーネ
ントを..SendRequestAsync()で
呼び出すことができます。

図 33 Webサービスのビジネス・サービスクラスの実装 
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サンプルでは、Web サービスクライアントから情報を送信してもらうため、今回のサンプルプロダ

クションに合わせてWebサービスメソッドに 2つの引数を用意しています。Web メソッドでは、引

数に入力された情報を利用してメッセージクラスを作成し、他コンポーネントを呼び出しています。 

 

では、どうやってWSDLをWebサービスクライアントへ提示したらいいでしょうか。 

スタジオの表示メニューを利用して、WDSLを公開する URLを確認できます。 

 

 

 

表示メニューで開く URLは以下の通りです。 

http://localhost:57772/csp/ensemble/Start.WS.WebServiceBS.CLS?WSDL=1 

1. Webサービスクラスを開いた状態でスタジオの表示→ブラウザで表示
を選択します。

2. ブラウザでウェブサービス Start.WS.WebServiceBSの情報が表示されます。
「サービス詳細」のリンクを押下するとWSDL情報を開きます。
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サンプルでは、Webサービスクライアントは準備していません。 

その代わりにWSDLを確認できるページに、テスト画面の提供があります。 

 

でも、インストール初期状態では利用できない仕組みとしていますので、設定を変更します。 

このガイドで初登場の GUI となるターミナルを開き、以下のコマンドを実行します。 

（Ensemble ランチャー  をクリックし、ターミナルを選択） 

 

 

【注意】2行目の実行は大文字小文字の区別がありますので、注意して記述してください。また、

Ensembmleを使用するネームスペースによって指定文字が変わります。例文はサンプルを

Ensembleネームスペースへインポートした前提で記述しています。 

 

実行が終わったら、WSDLを表示したブラウザの 1ページ前に戻り、画面を再表示します。 

Web メソッド名がリンク表示に変わることを確認できたら、リンクを押下し、テスト画面を起動しま

す。 

 

 

図 34 Web メソッドのテスト画面（ビジネス・サービス：Start.WS.WebServiceBS） 

 

テスト画面の起動ボタン押下前に、プロダクションに Web サービス用ビジネス・サービス

（Start.WS.WebServiceBS）を登録しておく必要があります。 

 

コンポーネント追加後の設定詳細は、サンプルのプロダクション画面から Web サービス用ビジネ

ス・サービスの設定をご参照ください。（Web 経由でテスト実行するため、[標準リクエスト]を使用

しています） 

  

USER>zn "%SYS"  //システム用ネームスペース：%SYSに移動します。 

 

%SYS>set ^SYS("Security","CSP","AllowPrefix","/csp/ensemble/","%SOAP.")=1 
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Web メソッドのテスト実行結果は以下の通りです。 

 

 

図 35 Web メソッドのテスト実行：ビジネス・サービス（Start.WS.WebServiceBS） 
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次は、アダプタを使用しないビジネス・サービス（Start.NonAdapterBS）をご紹介します。 

図 36 アダプタを使用しないビジネス・サービス（Start.NonAdapterBS） 

 

アダプタを使用するビジネス・サービスでは、アダプタが情報を検知すると、ビジネス・サービスの

ProcessInput()メソッドを呼び出します（ご参考：P39「図 30 アダプタとビジネス・サービスの

関係」）。 

しかし、ProcessInput()メソッドは外部公開していないため、アダプタを使用しないビジネス・サ

ービスを実装する場合、外部と通信するための専用処理が必要となります。 

サンプルでは、以下 2種類用意しています。 

 

 ストアドプロシージャ（Start.Utils クラス） 

 REST用ディスパッチクラス（Start.REST） 

 

  

第1引数にメッセージ用オブ
ジェクトが渡るように定義して
います。
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では、ストアドプロシージャの例をご紹介します。 

 

 

図 37 ストアドプロシージャからビジネス・サービスを呼び出す方法 

 

プロダクションにアダプタを使用しないビジネス・サービス（Start.NonAdapterBS）登録済みの

状況で以下ストアドプロシージャを実行します。 

 

call Start.Utils_CallEnsemble('うなぎ',220040) 

 

 

  

Ens.Directorクラスを使用して
ビジネス・サービスのインスタン
スを生成します。

ビジネス・サービスの
ProcessInput()を呼び出します。
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続いて、REST用ディスパッチクラス作成例をご紹介します。 

 

図 38 REST用ディスパッチクラス（Start.REST） 

 

XData Url Map に定義されている XMLは、REST呼び出しのときの URLに対して、どのメソ

ッドが呼び出されるかを定義しています。 

サンプルは、GET要求で /weather/第 1引数（購入商品名）/第 2引数（エリアコード） の

URLが渡されると、WeatherCheck()メソッドを呼び出す定義を記述しています。 

 

 

 

後は、 上記 URLを指定するためのパス定義を、管理ポータルのウェブアプリケーションパス設

定画面で定義したら完成です。 

  

Ens.Directorクラスを使用して
ビジネス・サービスのインスタン
スを生成します。

ビジネス・サービスの
ProcessInput()を呼び出します。

渡されるURLからどのメソッドを
呼び出すか定義します。

<Route Url="/weather/:product/:arecode" Method="GET" Call="WeatherCheck"/> 
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REST用ウェブアプリケーションパスを作成します。 

サンプルで使用する /start ウェブアプリケーションパスを定義します。（サンプルを試される場合

は、以下の定義は必須となりますので、一緒にお試しください。） 

 

それでは、RESTからビジネス・サービスに情報を送信するテストをします。 

作成したウェブアプリケーションパス /start に続けて /weather/購入商品名/エリアコード を

指定します。 

1. 管理ポータル→システム管理→セキュリティ→アプリケー
ション→ウェブ・アプリケーション のメニューを開きます。

2. [新しいウェブ・アプリケーションを作成]ボタンを押下します。
3. 名前に /start ネームスペースに ENSEMBLE
ディスパッチ・クラス名に Start.REST を指定します。

4. 保存ボタンを押下し、設定を保存します。

1

2

4

3

図 39 REST用ウェブ・アプリケーションパスの定義（/start） 
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図 40 RESTからビジネス・サービスを呼び出すテスト実行の例 

 

 

アダプタを使用しない場合、直接外部から ProcessInput()が呼び出せないため、REST やスト

アドプロシージャを通して実行されるロジック内で、ビジネス・サービス用オブジェクトを生成し

（Ens.Director クラスの CreateBusinessService()メソッドを使用） 

そこから ProcessInput()を呼び出しています。 

サンプルでは、メッセージの作成を ProcessInput()の呼び出し前に終えているので、ビジネス・

サービスの OnProcessInput()では、他コンポーネントの呼び出ししか記述していません。 

 

アダプタを使用する場合は、アダプタが入力を検知し専用オブジェクトをビジネス・サービスに渡す

ようにしているので、その部分だけが異なり、後の処理は共通です。 

 

 

ここまでのポイント 

ビジネス・サービスは、Ensemble外部から入力された情報を利用して要求メッ

セージを作成し、ビジネス・コンポーネントを呼び出すだけのシンプル設計 
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4. おわりに 

 

サンプルプロダクションを利用して、 

 

Ensembleが動作するために必要なコンポーネント 

コンポーネント間で情報を伝達するために送受信しあうメッセージ 

接続周りの処理を簡単にしてくれるアダプタ 

 

について、実際の動作をご確認いただきながら、設定やスクリプト詳細をご覧いただきました。 

 

まだこのガイドの内容だけでは、Ensemble がもつ機能についての情報が不足していますが、

Ensembleの基本処理については、カバーできています。 

 

SS-MIX2 も含めて HL7 の送受信について本ガイドでは触れていませんが、Ensemble のデモ

環境である ENSDEMOネームスペースにサンプルプロダクションがあります。 

プロダクション名：Demo.HL7.MsgRouter.Production 

 

動作方法については、Ensembleのチュートリアルに記載があります。ぜひご参照ください。 

 

もちろん、自習だけでなくトレーニングコースや 1 日体験コースもご要望ベースで開催しておりま

す。 

 

開催日数、日程についてご要望承りました後、トレーナーと調整いたしますので、お気軽にトレー

ニングセンター（☎03-5321-6200）までお問い合わせください！ 

 

 

http://docs.intersystems.com/ensemble_latestj/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=THL7_Overview_DemoStart
http://www.intersystems.com/jp/services-support/learning-services/training-paid-ensemble/
https://www.intersystems.com/jp/services-support/learning-services/free-ensemble-list/free-ensemble-2-detail/

