
 

 

Globus Toolkit 4 プログラマー・チュー
トリアル 

Sotomayor Borja  

日本語版：グリッド協議会



   

   

Globus Toolkit 4 プログラマー・チュートリアル 
Sotomayor Borja 
製作著作 © 2004, 2005 Borja Sotomayor 
This tutorial is available for use and redistribution under the terms of the Globus Toolkit Public License 
[http://www-unix.globus.org/toolkit/license.html] 

日本語版：グリッド協議会



   

 iii  

目次 

 序論  ............................................................................................................................................................... vii 
 GT4の前提条件となるドキュメント  ............................................................................................... vii 
 対象となる読者  .................................................................................................................................. vii 
 前提  ...................................................................................................................................................... vii 
 関連ドキュメント  .............................................................................................................................. viii 
 ドキュメントの慣例  .......................................................................................................................... viii 

 コード  ........................................................................................................................................ viii 
 文中のコード  ............................................................................................................................ ix 
 シェルコマンド  ........................................................................................................................ ix 
 注釈  ............................................................................................................................................ ix 

 著者と謝辞  .......................................................................................................................................... x 
 謝辞  ............................................................................................................................................ x 

I. まず初めに ................................................................................................................................................... 11 
1. キーコンセプト  ............................................................................................................................... 13 

 OGSAとWSRF、GT4  ............................................................................................................... 13 
 Webサービスの簡単な紹介  ..................................................................................................... 17 

 典型的なWebサービス呼び出し  ................................................................................... 19 
 Webサービスのアーキテクチャ  ................................................................................... 20 
Web Services Addressing ..................................................................................................... 20 
 実際にはどのように動作しているのか？  ................................................................... 21 
 サーバサイド、接近  ....................................................................................................... 23 

 WSRF: Web Services Resource Framework  .............................................................................. 24 
 WSRF：すべてはステートに関するもの  .................................................................... 24 
 ステートフルネス（状態の保持）へのリソース・アプローチ  ............................... 26 
 WSRFの仕様  .................................................................................................................... 28 
 関連する仕様  ................................................................................................................... 29 

The Globus Toolkit 4 ...................................................................................................................... 29 
 アーキテクチャ  ............................................................................................................... 29 
 GT4のコンポーネント  ................................................................................................... 30 

 JavaとXMLをどこで学ぶか  .................................................................................................... 31 
2. インストール ..................................................................................................................................... 32 

II. GT4 Core ...................................................................................................................................................... 33 
3. 5つのステップで初めてのステートフルなWebサービスを書く ................................................. 36 

 ステップ1: WSDL でインターフェイスを定義する ............................................................. 37 
 WSDL のコード ............................................................................................................... 38 
 WSRF および Globus に特有な WSDL の機能 ......................................................... 40 
 名前空間のマッピング ..................................................................................................... 41 

 ステップ2: Java でサービスを実装する ................................................................................. 41 
 QName インターフェイス .............................................................................................. 42 
 サービスの実装 ................................................................................................................. 42 

 ステップ3: WSDD (と JNDI) でデプロイメントの構成をする ........................................... 47 
 WSDD 配備記述子 ........................................................................................................... 48 
 JNDI デプロイメント・ファイル .................................................................................. 49 

 ステップ4: Ant で GAR ファイルを生成する ...................................................................... 50 
Ant ........................................................................................................................................ 50 
 globus-build-serviceスクリプトとビルド・ファイル ............................................ 51 
 MathService のGAR を生成する .................................................................................... 51 

 ステップ5: サービスをWebサービス・コンテナにデプロイする ...................................... 52 
 シンプルなクライアント .......................................................................................................... 53 

日本語版：グリッド協議会



 Globus Toolkit 4 プログラマー・チ
ュートリアル 

 

 iv  

4. 単一リソース  ................................................................................................................................... 56 
 実装の分離  ................................................................................................................................ 56 

 リソース、リソース・ホーム、サービス  ................................................................... 56 
WSDLファイル ................................................................................................................... 57 
QNamesインターフェイス ................................................................................................. 57 
resourceリソース ................................................................................................................. 58 
サービスの実装 ................................................................................................................... 59 
リソース・ホーム ............................................................................................................... 61 

 ビルド、デプロイ、既存クライアントのよる試行 ............................................................... 61 
5. 複数リソース ..................................................................................................................................... 64 

WS-Resourceファクトリ・パターン .......................................................................................... 64 
 GT4でのWS-Resourceファクトリ・パターンの実装  ........................................................... 65 
ファクトリ・サービス ................................................................................................................ 67 
インスタンス・サービス ............................................................................................................ 70 
リソース ........................................................................................................................................ 71 
リソース・ホーム ........................................................................................................................ 72 
ビルドとデプロイ ........................................................................................................................ 73 

デプロイ記述子 ................................................................................................................... 73 
JNDIデプロイファイル ...................................................................................................... 74 
ビルドとデプロイ ............................................................................................................... 75 

簡単なクライアント .................................................................................................................... 75 
少し込み入ったクライアント .................................................................................................... 77 

生成用クライアント ........................................................................................................... 77 
加算クライアント ............................................................................................................... 79 

6. Resource Properties .............................................................................................................................. 82 
resource propertiesをより詳しく見る .......................................................................................... 82 

標準インターフェイス ....................................................................................................... 83 
resource propertyに正しい方法でアクセスする ........................................................................ 84 

WSDL ファイル ................................................................................................................. 84 
Java ファイル ..................................................................................................................... 85 
deployment ファイル .......................................................................................................... 86 
ビルドとデプロイ ............................................................................................................... 87 
クライアントのコード ....................................................................................................... 87 

7. ライフサイクル管理 ......................................................................................................................... 91 
即時破棄 ........................................................................................................................................ 91 
スケジュール破棄 ........................................................................................................................ 94 

WSDL ファイル ................................................................................................................. 95 
リソースの実装 ................................................................................................................... 95 
デプロイ ............................................................................................................................... 96 
クライアント ....................................................................................................................... 97 

8. Notifications ......................................................................................................................................... 99 
notificationsとは? .......................................................................................................................... 99 
WS-Notifications ............................................................................................................................ 100 

WS-Topics ............................................................................................................................ 101 
WS-BaseNotification ............................................................................................................ 101 
WS-BrokeredNotification ..................................................................................................... 102 

GT4におけるNotifications ............................................................................................................ 103 
resource propertyの変更を通知する ............................................................................................ 103 

WSDL ファイル ................................................................................................................. 103 
リソースの実装 ................................................................................................................... 104 
サービスの実装 ................................................................................................................... 107 
Deployment Descriptor ......................................................................................................... 109 
コンパイルとデプロイ ....................................................................................................... 110 
クライアントのコード ....................................................................................................... 110 

日本語版：グリッド協議会



 Globus Toolkit 4 プログラマー・チ
ュートリアル 

 

 v  

III. 補足 ............................................................................................................................................................ 114 
A. 手引き ................................................................................................................................................ 116 

 WSRF の ステートフルなWebサービスのための WSDL 記述 ......................................... 116 
 WSDLの要点 ..................................................................................................................... 116 
 ポート・タイプ ................................................................................................................. 117 
 メッセージ ......................................................................................................................... 118 
 リクエストとレスポンスの型 ......................................................................................... 118 
 リソース・プロパティを宣言する ................................................................................. 119 
 まとめると... ...................................................................................................................... 120 

 チュートリアルのビルド・スクリプトを使用する ............................................................... 122 
B. チュートリアルのディレクトリ構造 ............................................................................................ 123 

 概要 .............................................................................................................................................. 123 
 ビルド・ファイル ...................................................................................................................... 123 
 WSDL ファイル ......................................................................................................................... 123 
 実装ファイル .............................................................................................................................. 123 
 クライアントのコード .............................................................................................................. 124 

日本語版：グリッド協議会



   

 vi  

図目次 

1.1. OGSAとWSRF、Webサービスの関係  ................................................................................................. 13 
1.2. OGSAとGT4、WSRF、Webサービスの関係  ...................................................................................... 15 
1.3. OGSAとGT4、WSRF、Webサービス（階層図）  .............................................................................. 17 
1.4. Webサービス  ........................................................................................................................................... 18 
1.5. 標準的なWebサービス呼び出し  .......................................................................................................... 19 
1.6. Webサービス・アーキテクチャ  ........................................................................................................... 20 
1.7. WSDLファイルから生成されたクライアントstubとサーバstub  ...................................................... 22 
1.8. （より詳細な）Webサービス呼び出し  .............................................................................................. 22 
1.9. Webサービス・アプリケーションにおけるサーバサイド  ............................................................... 23 
1.10. ステートレスなWebサービス呼び出し  ............................................................................................ 24 
1.11. ステートフルなWebサービス呼び出し  ............................................................................................ 25 
1.12. ステートフルへのリソースアプローチ  ............................................................................................ 26 
1.13. 複数のリソースを持つWebサービス  ................................................................................................ 27 
1.14. WSリソース  .......................................................................................................................................... 28 
1.15. GT4のアーキテクチャ  ......................................................................................................................... 29 
3.1. Ant で GAR ファイルを生成 ................................................................................................................ 50 
4.1. サービス、リソース・ホーム、リソースの関係  .............................................................................. 56 
5.1. WS-Resourceファクトリ・パターン ...................................................................................................... 64 
5.2. ファクトリ・サービス、インスタンス・サービス、リソースホーム、リソースの間の関係  
............................................................................................................................................................................. 65 
5.3. リソース生成のシーケンス図  ............................................................................................................. 66 
5.4. WS-Resource呼び出しのシーケンス図  ................................................................................................ 67 
8.1. ポーリングを用いた変更の追跡 ........................................................................................................... 99 
8.2. notificationsを用いた変更の追跡 ............................................................................................................ 100 
8.3. もう一つの典型的なWS-Notificationインタラクション ..................................................................... 101 
8.4. もう一つの典型的なWS-Notificationインタラクション ..................................................................... 102 
8.5. 典型的なbrokered WS-Notificationのインタラクション ...................................................................... 102 

日本語版：グリッド協議会



   

 vii  

序論 

Globus Toolkit 4プログラマー・チュートリアルへようこそ！ このドキュメントは、Globus Toolkit 4
（GT4）を用いてアプリケーションを開発する予定のすべての人にとって、 出発点となることを意図
して書かれています。 

チュートリアルは2つの主要領域に分けられます。 

• まず始めに： GT4とWeb Services Resource Framework（WSRF）に関係するキーコンセプトの紹介 

• GT4 Java Core： GT4のJava WS Coreコンポーネントのみを使用する、基本的なWebサービスをプ
ログラミングするためのガイド 

このチュートリアルが、重要ではあるがツールキット全体のほんの一部分である Java WS Coreコンポ
ーネントしか、現時点では対象としていないことに注意してください。 このチュートリアルを最後ま
で読むと、ステートフルなWebサービスをGT4を使用してどのようにプログラムすればよいか分かる
でしょう。 このことにより、ツールキットのハイレベルなサービスを（公式のGlobusドキュメントを
参照しながら）使用できるようになるでしょう。 一方で、ツールキットのJava WS Coreコンポーネン
トのみを使用したて グリッドベースのアプリケーションはプログラムできるわけではないないとい
うことを理解するのも重要です。 このチュートリアルは、グリッドプログラミングの限定的なガイド
としてではなく、 よりパワフルな手段への踏み台となるようアプローチされるべきです。 

GT4の前提条件となるドキュメント 

このチュートリアルは、GT4プログラマーとしての出発点となることを意図しているため、前提条件
となるGT4のドキュメントはありません。 しかし、グリッドコンピューティングについては，理解し
ている必要があります。 グリッドコンピューティングとは何かについて、簡潔で良い手引きとして、
Ian Foster の 論 文   The Grid: A New Infrastructure for 21st Century Science  
[http://www.aip.org/pt/vol-55/iss-2/p42.html] があります 。 より幅広く、そして非常に読みやすい手引
きとして Grid Café [http://gridcafe.org/] があります。 

より詳細な教科書としては、   The Grid 2: Blueprint for a New Computing Infrastructure  
[http://www.mkp.com/grid2]（Ian Foster、Carl Kesselman著、2003年）があります。 この本の大部分は非
常に読みやすく、技術的すぎることはありません。 "グリッドのバイブル"と呼ばれることもあります。
この"グリッドのバイブル"という名前から、 見てみる価値があると推測できるでしょう:-) 

Globus website [http://www.globus.org]の'Publications' セクションを見てみるとおもしろいかもしれませ
ん。特に、以下の2つのドキュメントはお勧めです．しかし、これらのドキュメントは幾分技術的であ
り、初心者にとっては難しすぎるかもしれません。 まずはじめはざっと読むだけにし、GT4について
理解してから再度読むといいでしょう。 

•  The Anatomy of the Grid: Enabling Scalable Virtual Organizations  
[http://www.globus.org/research/papers/anatomy.pdf]. I. Foster, C. Kesselman, S. Tuecke著 

•  The Physiology of the Grid: An Open Grid Services Architecture for Distributed Systems Integration  
[http://www.globus.org/research/papers/ogsa.pdf]. I. Foster, C. Kesselman, J. Nick, S. Tuecke著 

対象となる読者 

このドキュメントは、Globus Toolkit 4（GT4）について知らないプログラマーを対象としています。 

前提 
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以下に示す知識は前提となります。 

• Javaプログラミング。もしJavaについて知らないのならば、いくつかの有益なリンクが ここ にあ
ります。また、Java（CORBAやRMIなど）を用いて分散システムをプログラミングした経験が あ
れば、役立つことがあるでしょう。 しかし、その経験は必ずしも必要ではありません。 

• XMLの基礎知識。もしXMLについて知らないのであれば、いくつかの有益なリンクが ここ にあ
ります。 

• UNIXシステムの使い方を知っていなければなりません。このチュートリアルは主にUNIX向けです．
将来，Windowsユーザのための章を追加する予定です。 

• グリッドとグリッドベースのアプリケーションとは何かについての基礎的な知識。 このチュート
リアルは、グリッドコンピューティングの紹介を意図しているのではなく、 グリッドベースアプ
リケーションのプログラムを可能にするツールキットの紹介を意図しています。 

以下の知識は必要ではありません。 

• Webサービス。このチュートリアルは、GT4を使用するために必要となる 基本的なWebサービスの
コンセプトの紹介を含んでいます。 

• Globus Toolkit 2やGlobus Toolkit 3 

関連ドキュメント 

• 仕様書 

• OASIS WSRFのページ  [http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsrf]： 
WSRFの仕様書の最新版はここで見つけることができます。 

Globus WSRFのページ [http://www.globus.org/wsrf/]： WSRFに関係する論文やプレゼンテーシ
ョンのコンテンツへのポインタ。 

• Globusの公式ドキュメント 

• GT4ファクト・シート [http://www-unix.globus.org/toolkit/GT4Facts/]： ここにあるすべてのもの
は、GT4について知るためのものです。 

• GT4.0公式ドキュメント [http://www.globus.org/toolkit/docs/4.0/] インストールガイドを含んでい
ます。 

• その他の関連ドキュメント 

• Ian Fosterの Globus Toolkit Primer [http://www.globus.org/toolkit/docs/4.0/key/GT4_Primer_0.6.pdf] 
はツールキットとツールキットに含まれるすべてのドキュメントの詳細を提供しています。 

• Scott GoseのWSRF Grid Services [http://www-unix.mcs.anl.gov/%7Egose/grid-services/]ページ。 最
小限のWSRFコンテナをセットアップするための簡潔で理解しやすい注意点を含んでいます。 

ドキュメントの慣例 

このドキュメントでは以下の慣例を使用します。 

コード 

 
public class HelloWorld 
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{ 
  public static final void main( String args[] ) 
  { 
     1 
     // Code in bold is important 
     System.out.println("Hello World"); 
  } 
}  

     
1 これは、コードの重要な部分を説明するための付記です。 

文中のコード 

本文においてコードの一部を参照するときはいつでも、このように強調します。 たとえば、次のよう
にします。 

HelloWorldクラスは、文字列"Hello World"を 出力する、たったひとつのmainメソッ

ドを持ちます。 

シェルコマンド 
 
javac HelloWorld.java 

    

もしコマンドが1行に収まらないほど長い場合は、バックスラッシュ（"¥"）文字を用いて複数行にし
ます。 （BASHを含む）ほとんどのUNIXシェルでは、コンソールへ一度に全ての行をコピー・アン
ド・ペーストできます。 
 
javac ¥ 
-classpath /usr/lib/java/Hello.jar ¥ 
HelloWorld.java ¥ 
HelloUniverse.java ¥ 
HelloEveryone.java  

    

注釈 

このテキストでは、補足情報、リマインダー、警告の3種類の注釈が存在します。 

ティップ 

これは補足情報のブロックです。 

この種類の注釈には、テキスト中で議論している内容を補足するための興味深い情報が含まれて

います。 

注意 

これはリマインダです。 

この種類の注釈は、通常コードブロックのあとに付記され、 そのコードを含むファイルのリマイ
ンダーとして使用されます。 また，重要なコンセプトのリマインダとしてや．ある章の内容を理
解できない場合に、どの章を読み直すべきかを示すためにも使われます． 

警告 

これは警告です。 
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警告は、何かを強調して指し示すために使用されます。 たいていは、ありがちな落とし穴や、自
分でコードを書く際に配慮すべきことがらについて言及します。 

著者と謝辞 
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第1章 キーコンセプト 

GT4を用いてプログラミングを始める前に、十分に理解すべきいくつかのキーコンセプトがあります。 
この章では、そのような基礎となるコンセプトについて簡単な概略を示します。 

• OGSA、WSRF、GT4： しばしば使われるこれらの略語が何を意味するのか、どのように関係す
るのか見ていきます。 

• Webサービス：OGSAやWSRF、GT4は SOAPやWSDLのようなWebサービスの標準規格技術に基づ
いています。 GT4でプログラムするために、Webサービスのエキスパートである必要はありませ
ん。 しかし、Webサービスのアーキテクチャや言語について熟知しておくべきでしょう。 Webサ
ービスに関する基本的な手引きや興味深いサイトについて助言します。 

• Web Services Resource Framework： WSRFはGT4の核です。Webサービスリソース（もしくはWS
リソース）とは何か、 またそれらはWebサービスとどのように関係するのかについて見ていきま
す。 

• GT4のアーキテクチャ： WebサービスリソースとWebサービスの両方について述べた後は、 GT4
のアーキテクチャ全体と、WSRFがGT4とどのようにフィットするのかについて見ていきます。 

• Java & XML：最後に、 GT4を使いたいのならば、Javaを用いてプログラミングができ、XMLの基
礎を理解する必要があります。 もしJavaやXMLに関する経験がないのならば、これらを始める助
けとなるリンクを示します。 

OGSAとWSRF、GT4 

GT4にかかわり始めると、おそらくOGSAとWSRFという少なくとも2つの略語に直面するでしょう。 
これらはどのような意味を持つのでしょうか？どのようにGlobus Toolkit4と関係するのでしょうか？ 
この章では、これらの重要なコンセプトを明確にすることを試みます。 まず初めに、GT4とどのよう
に関係するかはおいておいて、 OGSAとWSRFについて考えていきましょう。 

図 1.1. OGSAとWSRF、Webサービスの関係 

 

OGSA 

Gridアプリケーションは、普通はいくつかの異なるコンポーネントから構成されます。 たとえば、標
準的なグリッドアプリケーションには、以下のコンポーネントがあります。 
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• VO Management Service： どのノードやユーザが、各仮想組織に属するかを管理します。 

• Resource Discovery and Management Service： グリッド上のアプリケーションが、目的に適ったリ
ソースを発見し、管理できるようにします。 

• Job Management Service： ユーザは（ジョブという形式で）タスクをグリッドへ投入できるよう
にするコンポーネントです。 

• セキュリティーやデータ管理などのその他のサービス群全体 等 

注意 

今まで述べてきたことについて、まったく理解できず（そして、少し混乱した）ならば、 チュートリ
アルはグリッドコンピューティングとは何かについて知っているものと想定していることを思い出し

てください。 もし、グリッドコンピューティングとは何かについて分からないのならば、前提条件と
なるドキュメントの章を読んで，把握してください。 

さらに、 これらのすべてのサービスは、絶え間なく互いに影響しあっています。 たとえば、Job 
Management Serviceは、ジョブの要求を満たす計算リソースを発見するために、 Resource Discovery 
Serviceに相談します。あまりにも多くのサービスが、あまりにも多く影響しあうもため、混沌に陥る
可能性があります。 すべてのベンダが，機能的に異なるだけでなく、公開するインターフェイスまで
異なる独自のJob Management Serviceを，まったく別の方法で実装することにしたら，どうなってしま
うでしょうか？ソフトウェアの要素を全てを一緒に動作させることは、 非常に困難（もしくは、ほぼ
不可能）となるでしょう。 

解決策は標準化、つまり各サービスに対して共通のインターフェイスを定義することです。 たとえば、
ワールド・ワイド・ウェブについて考えてみてください。 Webがこのようにポピュラーなインターネ
ットアプリケーションとなった理由のひとつは、 すべての異なる主要な団体（MicrosoftやNetscapeな
ど）から同意を得た 標準規格（HTMLやHTTPなど）に基づいていることです。 逆に、（Netscapeや
Operaなどでも構いませんが）Microsoftのブラウザを用いなければ、 Microsoftの技術に基づいて実装
されたWebサイトにアクセスできないということを想像してみてください。 それは間違いなく格好悪
いことになるでしょう。標準規格のおかげで、 （どの技術をもちいてWebサイトが実装されているか
を気にすることなく）たいていのWebサイトにアクセスするために、お気に入りのブラウザ(それが標
準にしたがっていさえすれば：現在のほとんどのブラウザはそうですが）を利用できるのです。 これ
はなぜでしょうか？その理由は、一連の共通言語が全てのブラウザとWebサイトに同意されたからで
す。 標準化は間違いなくよいことです。 

The Global Grid Forum [http://www.ggf.org]によって開発された OGSA（Open Grid Services Architecture）
は、グリッドベースのアプリケーション向けに 共通で標準化された、オープンなアーキテクチャを定
義することを目標としています。 OGSAのゴールは、グリッドアプリケーションに見られるサービス 
（Job Management ServiceやResource Management Service、Security Serviceなど）に対して、 一連の標準
インターフェイスを定義して、すべてのサービスを事実上標準化することです。 このチュートリアル
を執筆している時点で、この"一連の標準インターフェイス"は、まだ準備中です。 しかし、OGSAは、
これらの標準インターフェイスが満たすべき一連の要求をすでに定義しています。 言い換えると、グ
リッドアプリケーションで使用する最も重要なサービス群，それを標準化することで得られる利益が

もっとも大きいサービス群を特定するところまで、OGSAはすでにいっているということです。 

OGSAは'ステートフルなサービス'を要求する 

しかし、時の権力者がこの新しいアーキテクチャの開発に着手したとき、 アーキテクチャの基礎とな
る、 ある種の分散ミドルウェアを選択することが必要であると認識しました。 言い換えると、（た
とえば）OGSAがJobSubmissionInterfaceはsubmitJobメソッドを持つと定義すると仮定して、 アーキテ
クチャが業界標準として採用されることを望むのならば、 そのメソッドを呼び出す、共通で標準の方
法がなければなりません。 アーキテクチャのためのこの基礎は、理論的には、 （CORBAやRMI、伝
統的なRPCでさえ）どのような分散ミドルウェアでもなり得ます。 この後説明するいくつかの理由か
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ら、技術基盤としてWebサービスが選ばれました。 

しかし、Webサービス・アーキテクチャは確かに最適な選択肢ですが、基盤ミドルウェアはステート
フルで なければならないという、OGSAの最も重要な要求の一つにまだ適っていませんでした。 （"
ステートフルな"サービスがどのようなものか知らなくても悩まないでください。次章で説明します。） 
不幸なことに、Webサービスは理論的にはステートレスにでもステートフルにでもできるのですが、 
たいていはステートレスであり、ステートフルにする標準な方法がありません。 そのため、明らかに
何かをしなければならなかったのです。 

WSRF 

次にOASIS [http://www.oasis-open.org]によって策定された仕様である、  Web Services Resource 
Framework を見てみましょう。 WSRFは、Webサービスをステートフルにする方法を定義するだけで
なく、多くのすばらしい機能を定めています。 WSRFはグリッドとWebサービスコミュニティーの共
同努力であることに留意することは重要であり、 そのために、WSRFは全てのWebサービス・アーキ
テクチャの内部にうまくはまるのです （図WSRFはWebサービスを拡張する）。 

さて、OGSAとWSRFはどう関係するのでしょうか？それはとても単純ことです。 WSRFはOGSAが必
要とするステートフルなサービスを提供するということです。 図を見てください．WSRFはステート
フルサービスの仕様を策定しています (OGSAからはこれらが要求されています）。別の言い方で表現
すれば、OGSAはアーキテクチャであり、 WSRFはそのアーキテクチャを構築するためのインフラス
トラクチャであるということです。 

これはGT4とどのように関係するのか？ 

さて，OGSAとWSRFとは何かについて明らかになり、 GT4がこの図のどこにはまるのかを理解する
準備が整いました。 

図 1.2. OGSAとGT4、WSRF、Webサービスの関係 
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Globus Toolkit 4 

Globus Toolkitは、The Globus Alliance [http://www.globus.org] によって開発された、グリッドベースの
アプリケーションをプログラミングするために使用することのできるソフトウェア・ツールキットで

す。 何よりもまず、グリッド・アプリケーションを開発するために使える相当な数の ハイレベル・
サービスがツールキットには含まれています。 実際、これらのサービスはOGSAに記述されているほ
とんどの概要要求を満たします。 言い換えると、Globus Toolkitは（2、3例を挙げると）リソース・モ
ニタリングとディスカバリ・サービスや ジョブ・サブミッション・インフラストラクチャ、セキュリ
ティー・インフラストラクチャ、データ・マネジメント・サービス を含んでいます。GGFのワーキン
グ・グループは今でもこれらの種類のサービスのための標準インターフェイスを 定義するために作業
しているため、（GT4がGGFで策定されたいくつかのセキュリティ仕様を実装しているにもかかわら
ず） GT4はOGSAの実装とは（現時点では）言えません。 しかし、GT4はOGSAの要求を実現するも
のであり、 GGFが全ての異なるサービスを標準化するために作業しているとはいえ、 グリッドコミ
ュニティーにとってある種のデファクトスタンダードであるといえるでしょう。 

たいていのこれらのサービスはWSRF上で実装されています（ツールキットには、WSRF上で実装され
ていないサービスも含まれていますが、これらは非WSコンポーネントと呼ばれています）。 実際、
Globus Toolkit 4は、WSRF仕様の完全な実装を含んでいます。ツールキットのこの部分 （WSRF実装）
は、その他のほぼすべてのものがWSRF上で構築されるため、ツールキットの非常に重要な部分です。 
しかし、ツールキットの非常に小さな部分であることも注目すべきことです。 ここで、チュートリア
ルの最初に書いたことを繰り返します。 

このチュートリアルを最後まで読むと、ステートフルなWebサービスをGT4を使用し
て どのようにプログラムすればよいか分かるでしょう。このことにより、ツールキ
ットのハイレベルなサービルを 使用できるようになるでしょう。一方で、このチュ
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ートリアルに含まれる Java WS Coreコンポーネントのみを使用したグリッドベース
の アプリケーションはプログラムできないということを理解するのも重要です。 こ
のチュートリアルは、グリッドプログラミングの限定的なガイドとしてではなく、 よ
りパワフルな手段への踏み台となるようアプローチされるべきです。 

強調しすぎかもしれませんが、これは本当に非常に重要なコンセプトなのです。 真のグリッドの至福
の境地への長い道のりの中で、WSRFは本当に重要なステップですが、 ほんの最初のステップという
ことを忘れないでください。 

最後に、世の中で、GT4はWSRFの唯一の実装ではないことに配慮してください。 たとえば、WSRF
仕様の完全な実装の他のひとつが、 WSRF.NET [http://www.cs.virginia.edu/~gsw2c/wsrf.net.html]です。 

絶対必要な階層図 

われわれコンピュータマニアがドキュメントの中で好きなものが何かあるとすれば、それは階層図で

す！ したがって、OGSAとWSRF、GT4の関係を階層というすばらしい言語を用いて説明する図がな
ければ、 この章は本当に完全とはならないでしょう。 

図 1.3. OGSAとGT4、WSRF、Webサービスの階層図 

 

Webサービスの簡単な紹介 

Webサービス・リソース・フレームワーク（WSRF）について詳しく見ていく前に、 Webサービスが
どのように動作するかの基礎を理解する必要があります （それにより、WSRFがどのようにWebサー
ビスを拡張しているかについて、より十分に理解できます）。 もしWebサービスについてすでに十分
よく知っているのならば、この章をスキップしても差し支えありません。 

現在までの長い間、"Webサービス"に関して多くが語られて来ました。 また、多くの会社は、自社の
エンタープライズ・アプリケーションのためにWebサービスに頼り始めています。 それでは、Webサ
ービスは正確には何なのでしょう？ 非常に簡潔に言うと、Webサービスは、 （CORBAやRMI、EJB
などのような）もう一つの分散コンピューティング技術です。 これを使ってクライアント・サーバア
プリケーションを開発することができます。 

たとえば、米国の天気に関する最新の情報に関するデータベースを持っており、 それを世界中の人々
に配信したいとしましょう。郵便番号を入力するとその郵便番号の地域の天気情報を提供するWebサ
ービスで、 天気情報を公開することができます。 
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警告 

これ、Webサイトによる公開とを混同しないでください。 （あなたがちょうど今読んでいるように）
Webサイトの情報は、人間のためを意図されています。 Webサービスを通して得られる情報は、常に
ソフトウェアからアクセスされ、 （人間がソフトウェアを使っているにしても）人間が直接アクセス
することは決してありません。 Webサービスは既存のWeb技術（HTTPなど少し後で出てきます）に
非常に強く依存していますが、 WebブラウザやHTMLとは関係もありません。 後に続いて唱えてく
ださい： 「Webサイトは人間のため、Webサービスはソフトウェアのため:-)」 

（天気情報にアクセスしたいプログラムである）クライアントは、 （サーバ内の）Webサービスにコ
ンタクトし、 天気情報を求めるサービス・リクエストを送信します。 サーバはサービス・レスポン
スを通して天気予報を返します。 もちろん、これはWebサービスがどのように動作するかのおおざっ
ぱな例です。詳細はもう少し後に出てきます。 

図 1.4. Webサービス 

 

「ねぇ、ちょっと待って！RMIやCORBA、EJB、その他の数え切れないほどの技術を使っても、 それ
は実現できるよ。」と言う人もいるでしょう。 それでは、何がWebサービスを特別なものとしている
のでしょう？ それは、Webサービスが他の技術よりも利点を確かに持っているからです。 

• Webサービスは、標準のXML言語を使用するため、プラットフォーム非依存であり、言語非依存で
す。 これは、WebサービスがJavaでプログラミングされLinux環境で動作していても，C++でプロ
グラミングされWindows環境で動作しているクライアントプログラムを使うことができることを
意味します。 

• ほとんどのWebサービスは（サービス・リクエストやサービス・レスポンスのような）送信メッセ
ージのために HTTPを利用します。インターネット規模のアプリケーションを構築したいとき、こ
れは大きな利点となります。 その理由は、ほとんどのインターネットのプロキシやファイアウォ
ールはHTTPトラフィックに 干渉しないからです（CORBAはそうではなく、普通はファイアウォ
ールで問題を生じます）。 

もちろん、Webサービスにも不利な点はいくつかあります。 

• オーバヘッド。XMLですべてのデータを送信することは、 独自のバイナリコードを利用するより
も明らかに効率が悪いです。ポータビリティをとると、効率性が失われるのです。 それでも、こ
のオーバヘッドはほとんどのアプリケーションにとっては許容可能でしょう。とはいえ，クリティ

カルなリアルタイムアプリケーションで，Webサービスを使用しているものは、 おそらく見つけ
ることはできないでしょう。 

• 万能性の欠如。現在のところ、Webサービスはサービス呼び出しに、 いくつかの非常に基本的な
形式しか許していないため、Webサービスはあまり万能ではありません。 たとえば、CORBAは、
（永続性、通知、ライフサイクル管理、トランザクションなどのような） 数多くのサービスのサ
ポートをプログラマに提供しています。幸運なことに、 Webサービスをより万能にする、 新らし
いWebサービスの仕様（WERFも含む）が数多く出てきています。 

しかし、Webサービスを他のサービスから際立たせる重要な特徴がひとつあります。 CORBAやEJB
などの技術は密結合の分散システムを対象としています。密結合のシステムではクライアントとサー
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バがお互いに強く依存しあいます 一方Webサービスは、疎結合のシステムに適しています。祖結合の
システムでは、クライアントはWebサービスを実際に呼び出すまで、そのWebサービスに関する知識
を持ちません。密結合のシステムは、イントラネットアプリケーションにとって理想的ですが、 イン
ターネット規模ではうまく動作しません。 逆にWebサービスは、グリッド指向のアプリケーションの
ようなインターネット規模のアプリケーションの要求に適しています。 

典型的なWebサービス呼び出し 

では、これらはすべて、現実にはどのように動作するのでしょうか？ 完全なWebサービス呼び出しに
よって呼び出されるすべてのステップについて考えていきましょう。 現時点では、全ての略語（SOAP、
WSDL、・・・）については気にしないで下さい。 それらの詳細については後ほど説明します。 

図 1.5. 標準的なWebサービス呼び出し 

 

1. 以前に述べたように、クライアントは、どのWebサービスを呼び出すのか，まったくわかってい
ません。 したがって、最初のステップは、要求に見合ったWebサービスを発見する ということ
になります。たとえば、USの都市の天気予報を提供する公開Webサービスを検索したいとします。 
検索するために、discovery service （それ自身もWebサービスですが）にコンタクトします。 

2. discovery serviceは、どのサーバが、要求するサービスを提供するかについて返答します。 

3. Webサービスの位置については分かりました。 しかし、Webサービスを実際にどのように呼び出
すかは分かりません。 確かに、検索したWebサービスがUSの都市の天気予報を提供することは
分かりました。 しかし、実際のサービス呼び出しをどのように実行すればよいのでしょうか？ 呼
び出さなければならないメソッドは、 "string getCityForecast(int CityPostalCode)" と呼ば
れているかもしれません。また、  "string getUSCityWeather  (string cityName, bool 

isFarenheit)" と呼ばれているかもしれません。 Webサービスに自身を記述することを依頼する 
（呼び出すためには実際にどうすればよいかを教えてもらう）必要があります。 

4. WebサービスはWSDLと呼ばれる言語を用いて応答します。 

5. Webサービスがどこにあって、どのように呼び出したらいいのか、ようやく分かりました。 呼び
出し自身はSOAPと呼ばれる言語によって実行されます。 したがって、まず初めに、ある都市の
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天気予報を尋ねる SOAPリクエストを送信します。 

6. Webサービスは尋ねた都市の天気予報を含むSOAPレスポンスを、もしくは、SOPAリクエストが
誤っていればエラーメッセージを返します。 

Webサービスのアーキテクチャ 

では、SOAPやWSDLとは一体何なのでしょうか？ これらはWebサービス・アーキテクチャを構成す
る不可欠な要素です。 

図 1.6. Webサービス・アーキテクチャ 

 

• Service Processes： アーキテクチャのこの部分は、一般的に1つ以上のWebサービスに関連します。 
たとえば、discoveryは、Webサービスの集合の中からある特定のサービスを検索できるため、アー
キテクチャのこの部分に属します。 

• Service Description： Webサービスのもっとも興味深い特徴のひとつは、 自己記述的であるとい
うことです。 つまり、一度Webサービスを検索すれば、 それ自身の記述を依頼することができ、 
どのような操作をサポートしていて、それらをどのように呼び出すかを知ることができるのです。 
これは、Web Services Description Language (WSDL)を使って行われます。 

• Service Invocation： Webサービス（一般的には、CORBAオブジェクトやEnterprise Java Beanなど
の あらゆる種類の分散サービスも）の呼び出しでは、クライアントとサーバ間のメッセージのや
りとりが行われます。SOAP（Simple Object Access Protocol）は、サーバへの要求を どのような形
式にするか、また、サーバーはその返答をどのような形式にするかについての 仕様を定めます。
理論的には、その他のサービス呼び出し言語（XML-RPCやいくつかの ad hocなXML言語でさえも）
を利用できるでしょう。 しかし、SOAPはWebサービスにとって間違いなく最も一般的な選択です。 

• Transport： 最後に、これらのメッセージすべては、何らかの形でサーバとクライアントの間で 伝
送されなければなりません。アーキテクチャのこの部分のために選択されたプロトコルは、 イン
ターネット上の従来のWebページにアクセスするために使用されるのと同じプロトコルである 
HTTP（HyperText Transfer Protocol）です。 ここでも、理論的には他のプロトコルを使うことがで
きるのですが、 HTTPは現時点で最も使用されているものです。 

疑問に思っている人のために書いておきますが、ほとんどのWebサービスのアーキテクチャは、 World 
Wide Web Consortium [http://www.w3c.org/] によって仕様が策定され、標準化されています。この団体
はXMLやHTML、CSSなどの標準化も行っています  

Web Services Addressing 

ここまでは簡単なWebサービスの呼び出しについて見てきました。 ある時点で、discovery serviceは
Webサービスがどこにデプロイされているかを クライアントに'知らせます'。しかし・・・Webサー
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ビスは実際にはどのようにアドレス指定されているのでしょう？ 答えは非常に簡単: Webページと同
じです。簡素で単純なURI（Uniform Resource Identifiers）です。 もし、URL（Uniform Resource Locator）
という単語により馴染んでいたとしても、心配しないで下さい。 URIとURLは事実上同じものです。 

たとえば、discovery registryは以下のURIを返すかもしれません。 
 
http://webservices.mysite.com/weather/us/WeatherService 

    

これは、Webページのアドレスと同じです。しかし、Webサービスは常にソフトウェアに使用される
こと （決して人間が直接に使用しないこと）を思い出してください。 WebブラウザにWebサービス
のURIを入力したら、おそらく、エラーメッセージ、もしくは、 理解不能なコードを得ることでしょ
う。 （Webサーバによっては、Webサービスに対する素晴らしいグラフィカルインタフェースを表示
ものもあるでしょう。 しかし、それは一般的ではありません）。 WebサービスのURIがあれば、普通
は、そのURIをプログラムへ与える必要があるでしょう。 実際、私たちが作成するたいていのクライ
アントプログラムは、 コマンドライン引数としてWebサービスのURIを受け取ることを想定すること
になります。 
ティップ 

もし、本当のWebサービスをぜひ見たいと思っているならば、今日はなんてラッキーな日なのでしょ
う！ "天気Webサービス"は、おそらく簡単なWebサービスの最も典型的な例のひとつでしょう。 本当
の天気Webサービスはここにあります。 

 http://live.capescience.com/ccx/GlobalWeather  
[http://live.capescience.com/ccx/GlobalWeather] 

ちょっと待ってください・・・。このURIへの本当にアクセスしなかったですよね？ 注意を払ってい
なかったのですか？あれはWebサービスのURIです。 お気に入りのWebサイトにアクセスしたい時に、
ブラウザへ入力するURIと同じように見えますが、 このURIはWebサービスをどのように呼び出すか
を知っているソフトウェアだけにしか意味がありません。 

幸 運 な こ と に 、 こ の Web サ ー ビ ス の 作 者 は 、 親 切 に も Web サ ー ビ ス の   記 述  
[http://www.capescience.com/webservices/globalweather/index.shtml] を web イ ン タ ー フ ェ イ ス 
[http://live.capescience.com/GlobalWeather] とともに提供してくれています。 したがって、サービスの
メソッドを実際に呼び出すことができます。 もし、特に気になると感じるのならば、Webサービスの 
WSDL [http://live.capescience.com/wsdl/GlobalWeather.wsdl] さえも見ることができます （ 若干読みや
す い 版  
[http://www.w3.org/2000/06/webdata/xslt?xslfile=http://www.capescience.com/simplifiedwsdl.xslt&xmlfile=htt
p://live.capescience.com/wsdl/GlobalWeather.wsdl&transform=Submit] もあります）。 

たとえば、 webインターフェイス  [http://live.capescience.com/GlobalWeather] にアクセスすれば、天気
Webサービスは、getWeatherReport命令を提供することが分かるでしょう。この命令は入力として，

一つの文字列パラメータ （IATA空港表示、たとえば、Chicago O'Hareを意味するORDや、 London 
Heathrowを意味するLHR）を受け付けます。もしgetWeatherReportを呼び出せば、 Webサービスはさ
まざまな、面白い天気データを含む WeatherReport構造体を返してくるでしょう。楽しいでしょう！ 

実際にはどのように動作しているのか？ 

さて、Webサービスが何であるかという考えは分かったので、 Webサービスのプログラミングをすぐ
に始めたいと思うでしょう。 その前に、Webサービスを基にしたアプリケーションが、どのような構
造なのかを知りたいと思うかもしれません。 もしCORBAやRMIをすでに使ったことがあれば、この
構造はほとんど同じに見えるでしょう。 

まず初めに、数多くのプロトコルや言語があふれているにもかかわらず、 Webサービスのプログラマ
ーは、自分が好きなプログラミング言語を用いてコードを記述することや、 場合によっては、WSDL
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を記述することにのみ注意を向けているということを知るべきです。 一方で、SOAPのコードはいつ
も自動的に生成され、解釈されています。 クライアントアプリケーションがWebサービスを呼び出す
必要があるポイントにひとたび達すれば、 スタブ(stub)と呼ばれるソフトウェアに、 仕事を委譲しま
す。 うれしいことに、スタブを自動的に生成する入手可能な ツールが数多くあります。これらは通
常，WebサービスのWSDL記述に基づいてスタブを生成します。 

図 1.7. WSDLファイルから生成されたクライアントstubとサーバstub 

 

スタブを利用することで、アプリケーションは大幅に単純化されます。 動的にSOAPリクエストを生
成し、SOAPレスポンスを解釈する、 複雑なクライアントプログラムを記述する必要はありません（サ
ーバサイドのアプリケーションでも同様です）。 単にクライアントとサーバ（もしくはどちらか一方）
のコードを記述することに集中でき、 割に合わないすべての作業をスタブ（もう一度言うと、スタブ
は、自身で記述する必要がなく、 WebサービスのWSDL記述から自動的に生成することができます）
に任せることができます。 

スタブは一般的にはたった一度だけ生成されます。言い換えれば、 Webサービスを呼び出したい時に
毎回discoveryプロセスを通し、 クライアント・スタブを生成すると、（上の）図"標準的なWebサー
ビス呼び出し"を解釈してはいけません。 一般的に、discoveryステップを一度だけ通し、そして、 （検
索したサービスのWSDLに基づく）スタブを生成し、必要なときは （Webサービスを保守する人が、
サービスのインターフェイスを変更し、そのために、 WSDL記述を変更すると決めたとき以外は）毎
回スタブを再利用します。 もちろん、より複雑な呼び出しのシナリオがありますが、 Webサービス
がどのように動作するかを理解するには、今述べたもので十分です。 

（再度）典型的なWebサービス呼び出し 

利用したいWebサービスの場所が（discovery serviceに問い合わせたり、WebサービスのURIを直接与え
られて）すでにわかっていて、 WSDL記述からクライアントスタブを生成していると仮定しましょう。 

図 1.8. （より詳細な）Webサービス呼び出し 

 

1. クライアントアプリケーションがWebサービスを呼び出す必要があるときはいつでも、 クライア
ント・スタブを実際に呼び出します。 クライアント・スタブは、この「呼び出し」を、適切なSOAP
リクエストに変換します。  これは、しばしばマーシャリング(marshaling)や  シリアライズ
(serializing)プロセスと呼ばれます。 

2. SOAPリクエストはHTTPプロトコルを利用してネットワークを通して送信されます。 サーバは
SOAPリクエストを受信し、サーバ・スタブに渡します。 サーバ・スタブはSOAPリクエストをサ
ービスの実装が理解できる何らかの形に変換します  （この過程は、アンマーシャリング
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(unmarshaling)や デシリアライズ(deserializing)と呼ばれます）。 

3. SOAPデシリアライズされると、サーバ・スタブは、 要求された処理を実行できるサービスの実
装を呼び出します。 

4. 要求された操作の結果はサーバ・スタブに送られます。サーバ・スタブはそれをSOAPレスポンス
に変換します。 

5. SOAPレスポンスは、HTTPプロトコルを利用してネットワーク上に送信されます。 クライアン
ト・スタブはSOAPレスポンスを受信し、 クライアントアプリケーションが理解できる何らかの
形に変換します。 

6. 最後に、アプリケーションはWebサービス呼び出しの結果を受け取り、それを利用します。 

サーバ側の詳細 

最後に、サーバがどのようなものか、特に、Webサービスをサーバ上で立ち上げ、動作させるために、 
取得しなければならないソフトウェアは何かについて詳しく見ていきます。 

図 1.9. Webサービス・アプリケーションにおけるサーバサイド 

 

• Web service： 何よりもまず、Webサービスがあります。 今まで見てきたように、Webサービスは
基本的に、命令群を公開しているソフトウェアです。 たとえば、WebサービスをJavaで実装して
いれば、サービスはJavaのクラスでしょう （そして、命令はJavaのメソッドで実装されるでしょう）。 
当然、クライアント群はこれらの命令を呼び出せるようにしたいのです。 しかし、Webサービス
の実装はSOAPリクエストをどのように解釈し、 SOAPレスポンスをどのように生成すればよいか
分かりません。 これが、次の項目が必要となる理由です。 

• SOAP engine： SOAPリクエストとSOAPレスポンスを扱う方法を知っているソフトウェアです。 
実際は、それぞれのWebサービスのためにサーバ・スタブを実際に生成するよりも、 一般的なSOAP
エンジンを利用するほうが普通です （しかし、クライアントのためのクライアント・スタブは、
まだ必要であることに注意してください）。 SOAPエンジン（engine)の良い例のひとつは、 Apache 
Axis [http://ws.apache.org/axis/]です （実際にこれは、Globus Toolkitで利用されているSOAPエンジ
ンです）。 しかし、SOAPエンジンの機能は、通常SOAPの操作に限られています。 クライアント
からの要求を受信できるサーバとして機能するためには、SOAPエンジンは、 次に説明する
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Application Server.の中で稼動します。 

• Application server： これは、さまざまなクライアントからアクセスされることになるアプリケー
ションに対して、 「生存空間」を提供するソフトウェアです。SOAPエンジンはアプリケーション・
サーバの内部で 一つのアプリケーションとして稼動します。Application Serverの例としては，
Jakarta Tomcat [http://jakarta.apache.org/tomcat/] サーバがあります。これは Java Servletと Java 
ServerPagesのコンテナで，しばしばApache AxisとGlobus Toolkitと一緒に利用されます． 

多くのアプリケーションサーバは、すでにHTTP機能を含んでいるため、 SOAPエンジンとアプリ
ケーション・サーバをインストールすることで、Webサービスを 実行することができます。 しか
し、アプリケーション・サーバがHTTP機能を持っていなければ、以下の項目も 必要となります。 

• HTTP Server： これは「Web server」と呼ばれることがより一般的です。 HTTPメッセージをどの
ように扱えばよいかを知っているソフトウェアです。 例としては，インターネットでWebサーバ
としてもっともポピュラーなもののひとつである，Apache HTTP Server [http://httpd.apache.org/] が
あります。 

注意 

この分野の専門用語は、まだ一貫性をやや欠いているため、 今まで見てきたコンセプトに対して、異
なる用語に出会うことがあるでしょう。 特に、SOAPエンジン+アプリケーション・サーバ+HTTPサ
ーバのすべてを含めた用語として Webサービス・コンテナという言葉を使うことがよくあります。 

WSRF: Web Services Resource Framework 

今まで見てきたように、Webサービスは、クライアントとサーバが疎結合であるインターネット・ベ
ースの アプリケーションに対して選択され技術です。 これは、次世代のグリッド・ベースのアプリ
ケーションを構築するには自然な選択です。 しかし、Webサービスにはいくつかの制約があることを
忘れないでください。 実際、（現在はW3Cの仕様による）単純なWebサービスは、 グリッド・アプ
リケーション構築にはそれほど役には立たないでしょう。 Webサービスを様々な面で改善し，グリッ
ド・アプリケーションにより適するようにするWSRFに入っていきましょう。 

この章では、WSRFの仕様の色々な部分を簡単に見ていきます。しかし、それのまえに、 WSRFの主
な改善点となるステートフルについてしっかりと見ておく必要があります。 

WSRF：すべてはステートに関するもの 

単純なWebサービスは、普通はステートレスです（理論的にはWebサービスのアーキテクチャに，ス
テートフルにできない理由になるものはないのですが）。 これは、Webサービスがある呼び出しと別
の呼び出しの間で、情報を"記憶"できない、 もしくは、ステートを保持できないということを意味し
ています。 たとえば、整数加算器のように簡単な動作をする、 非常に簡単なWebサービスをプログ
ラムしたいとしましょう。 この加算器は0に初期化されており、そこに値を加算（累算）したいとし
ます。 値を受け取って加算し、加算器の現在の値を返すadd命令があるとします。 下の図に示すよう
に、最初の呼び出しは動作しているように思えるでしょう （5を加算するように要求し、5を戻り値と
して受けてっています）。しかし、Webサービスはステートレスであるため、 次の呼び出しは、以前
の呼び出しで何をしたのか覚えていません。 したがって、2回目のadd呼び出しでは、 Webサービス
がステートを保持できていたら受け取っていたであろう値である11ではなく、 6を戻り値として受け
取っています。 

図 1.10. ステートレスなWebサービス呼び出し 
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Webサービスがステートを保持しないということは、必ずしも悪いことではありません。 ステートを
まったく必要としないアプリケーションもたくさんあります。 たとえば、先の章で見た天気予報Web
サービスは、 前の呼び出しで何が起こったかをまったく知る必要がないWebサービスとして、実際に
動作しています。 

しかし、グリッド・アプリケーションは、一般にステートを持つことを要求します。 したがって、ス
テートをなんらかの方法で保持できるのが理想です。 

図 1.11. ステートフルなWebサービス呼び出し 
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しかし、先ほど説明したように、Webサービスは普通ステートレス・エンティティであるため、 これ
は少し奇妙なジレンマです。実際、"ステートフルなWebサービス"は、 少し言葉の矛盾ではないかと
言う人もいるでしょう。 では、この苦境から脱出するにはどうすればよいのでしょう？ 

ステートフルネス（状態の保持）へのリソースによるアプローチ 

Webサービスをステートレスにしたまま、Webサービスにステートを保持する能力を与えることは、 
複雑な問題のように思えるでしょう。幸運なことに、この問題には、簡単な解決策があります。 単に
Webサービスとステート情報を完全に分離するのです。 

Webサービスの中にステートを置く （これは一般に悪いものとみなされています）代わりに、 すべ
てのステート情報を格納する、リソースと呼ばれる分離されたエンティティを保持するものです。 各
リソースは一意的なキーを持ちます。 したがって、ステートフルな相互作用を望むときはいつでも、 
特定のリソースを使うことを、Webサービスにただ単に指示する必要があります。 

加算器の例を考えて見ましょう。次の図に示すように、Webサービスは、 3つのリソース（A、B、C）
を持っていてその中から選べるようになっているかもしれません。 クライアントが，複数の呼び出し
にまたがって整数値を'覚えて'おきたいならば、メソッドを呼び出す際に，特定のリソースを明示する
だけでよいです。 

図 1.12. ステートフルへのリソースアプローチ 
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この図では、クライアントはリソースCをつかってadd命令を呼び出しいます。 Webサービスがaddリ

クエストを受信すると、 addをリソースCに対して実行できるように，リソースCを読み出します。 リ
ソース自身はメモリや二次記憶装置、さらにデータベースにさえも記憶できます。 また、Webサービ
スが、一つ以上のリソースにアクセスすることができることにも注意してください。 

もちろん、リソースは、どのような形，サイズでもかまいません。 リソースは、（先ほどの図に示さ
れているような、単純な整数値だけでなく）複数の値を保持することもできます。 たとえば、リソー
スはファイルを表すかもしれません。 

図 1.13. 複数のリソースを持つWebサービス。各リソースはファイルを表します。 

 

では，クライアントは、具体的にどのようにして使用するリソースを特定するのでしょうか。 URIは
Webサービスのアドレスとして十分かもしれません。 しかし、そのWebサービス上でどのようにして
リソースを特定すればよいのでしょうか？ これを特定する方法として、実際にはいくつかの方法があ
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ります。 あとで述べるように、リソースを特定する方法として用いられるのはWebサービスにアドレ
ス付けするための，（単純なURIと比較して）より多彩な方法を提供することのできる、 WS-addressing
と呼ばれる比較的新しい仕様です。 

最後に、次へ行く前にいくつかの専門用語について説明します。 Webサービスとリソースの組み合わ
せはWS-Resourceと呼ばれています。 特定のWS-Resourceのアドレスは エンドポイント・レファレン
ス(endpoint reference)と呼ばれています（これはWS-Addressingの用語です）。 

図 1.14. WSリソース 

 

WSRFの仕様 

Web Services Resources Frameworkは、5つの仕様からなります。 もちろん、それらはすべてなんらか
の形でWS-Resourceの管理に関連します。 

WS-ResourceProperties 

リソースは0個以上のリソースプロパティ(resource properties)から成ります。 たとえば、上の図では、
各リソースは、ファイル名、大きさ、記述子の 3つのリソースプロパティを持ちます。 
WS-ResourcePropertiesは、リソースプロパティがどのように定義され、アクセスされるかの仕様を定め
ます。 プログラミングを始めるときに述べますが、リソースプロパティは、 WebサービスのWSDL
インターフェイス記述により定義されます。 

WS-ResourceLifetime 

リソースはのライフサイクルそれほで簡単なものではありません。言い換えると、 リソースは、サー
バをスタートすると生成され、 サーバを停止すると破棄される静的なエンティティではないというこ
とです。 リソースはいつでも生成でき破棄できます。 WS-ResourceLifetimeは、リソースのライフサ
イクルを管理するための、 いくつかの基礎的なメカニズムを提供します。 

WS-ServiceGroup 

Webサービスのグループや WS-Resourceのグループを管理し、「グループに新しいサービスを追加す
る」「サービスをグループから除去する」といった操作や、 （より重要ですが）「何らかの条件に適
合するサービスをグループの中から見つける」といった操作を実行したいと思うことがあるでしょう。
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WS-ServiceGroupは、サービスやWS-Resourceをグループ化する際に、具体的にどうすれえばよいかを
定めまる仕様です。 この仕様により提供される機能性は非常に基本的ですが、 複数のサービスを一
つにグループ化し、1箇所のエントリ（サービスグループ）を通してアクセスできるようにする、 （GT4'
のIndexServiceのような）より強力なDiscovery Serviceの基礎となっています。 

WS-BaseFaults 

最後に、この仕様は、WSサービスの呼び出し中に何らかの不具合が発生したとき、 エラーを報告す
る標準的な方法を提供することを目的としています。 

関連する仕様 

WS-Notification 

WS-Notificationは、WSRFの一部ではありませんが、WSRFと密接に関係する仕様のもう一つの集合で
す。 この仕様を用いると、Webサービスがノーティフィケーションの生産者(notification producer)とし、
クライアントをノーティフィケーションの消費者 (notification consumers) （もしくは購読者
（subscriber））となることができます。 つまり、Webサービス（さらに具体的にいうとWebリソース）
のなかで変更が発生したときに、 その変更がすべてのsubscriberに（すべての変更ではなく、Webサー
ビスのプログラマが望むものだけを）通知されるようにできるのです。 

WS-Addressing 

今までに説明したように、WS-Addressing仕様は、 単純なURIよりもより多用途に使えるWebサービス
のアドレス指定をするためのメカニズムを提供します。 特に、WS-Addressingは、Webサービスとリ
ソースのペア（WS-Resource）の アドレス指定に使うことができます。 

The Globus Toolkit 4 

WSRFは非常にクールでエキサイティングだと思うでしょう？ しかし、もしグリッドベースのアプリ
ケーションをプログラミングしたことがあれば、 おそらく、WSRFは非常にすばらしいが、Gridには
とても十分ではないと思うでしょう。 WSRFはGT4アーキテクチャ全体のほんの小さな（しかし重要
な！）部分であることを思い出してください。WSRFはインフラストラクチャであり、toolkitの大部分
がその上で構築されているのです。toolkitには、WSRFの実装に加えて、グリッド・アプリケーション
をプログラムするために使用できる 多くのコンポーネントを含んでいます。 

アーキテクチャ 

Globus Toolkit 4は、いくつかのソフトウェア・コンポーネントから構成されています。 次の図に示す
ように、これらのコンポーネントは、セキュリティ(Security)、 データ管理（Data Management）、実
行管理（Execution Management）、情報サービス （Information Service）、共通ランタイム（Common 
Runtime）の 5つのカテゴリに分類されています。GT4はWebサービスに焦点を当てていますが、 Web
サービス上で実装されないコンポーネントも含まれていることに注目してください。たとえば、 
GridFTPコンポーネントは、WSではないプロトコルを使用しています。このプロトコルは，アドホッ
クなGlobusプロトコルとしてスタートしましたが、後にGGFの仕様となっています。 

図 1.15. GT4のアーキテクチャ 
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序論で説明したように、現時点では、このチュートリアルは、Java WS Coreコンポーネントだけに焦
点をあてています。 もう一度書きますが、Globus Toolkitには、グリッドシステムを構築するのを助け
ることができる数多くのその他の コンポーネントを含まれていることを理解することが重要です。そ
うであっても、Java WS Coreコンポーネントは、 特別に興味深いものです。なぜなら、ほとんどの
WSコンポーネントの基礎となっているからです。 GRAMやMDSなどといったような多くのGT4のコ
ンポーネントを使うために、 Java WS Coreについて深い知識を持つ必要はないことに注意してくださ
い。 しかし、これらすべてのコンポーネントを自身のサービスに統合する グリッドシステムを構築
したいのならば、それらすべてのサービスをひとつに実際に"糊付け"し、 サービスをプログラムする
ために、Java WS Coreについて知る必要があるでしょう。 

GT4のコンポーネント 

GT4の5つのファミリーのそれぞれについて何が理解できるかについて簡単に考えてみましょう。 よ
り詳細な記述は、Globusの公式ドキュメント、もしくは、 Globus Primer（序論にリンクがあります）
を参照してください。 

Common Runtime 

共通ランタイム・コンポーネントは、WSサービスとWSでないサービスのどちらも構築するのに必要
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となる、 一連の基本的なライブラリやツールを提供します。 

セキュリティ 

Grid Security Infrastructure（GSI）に基づくセキュリティ・コンポーネントの利用により、 安全に通信
を行うことができます。 

Data management 

これらのコンポーネントにより、仮想組織(virtual organization)内の大規模なデータの集合を管理できる
ようになります。 

Information service 

一般にはMonitoring and Discovery Services（MDS）として呼ばれることが多い情報サービスは、仮想組
織内のリソースを発見し監視するための、一連のコンポーネントを含んでいます。 GT4には、レガシ
ーな目的のためのMDSの非WSバージョン（MDS2）も含まれていることに注意してください。 この
コンポーネントの使用は推奨されておらず、 toolkitの将来のリリースでは間違いなく姿を消している
でしょう。 

Execution management 

実行管理コンポーネントは、グリッド内で通常ジョブと呼ばれる実行可能なプログラムの 起動、監視、
管理、スケジューリング、調整を行います。 

JavaとXMLをどこで学ぶか 

GT4の背後にあるすべての理論を見てきたので、プログラミングを始める準備はほぼ整ったことにな
ります。 しかし、このチュートリアルを理解するためにはJavaを知っている必要があることを忘れな
いでください。 もしJavaをよく知らないのであれば、おそらく以下のサイトに興味を覚えるでしょう。 

• The Java Tutorial [http://java.sun.com/docs/books/tutorial/] : Java作者であるSunの公式チュートリアル
です。 Javaについてまったく何も知らなければ、非常に良いチュートリアルです。 

• The Coffee Break [http://www.javacoffeebreak.com/] : チュートリアルとFAQを含んでいる、Javaプロ
グラマーのためのリソース付きWebサイトです。 

またXMLについても知っておく必要があります。XMLの専門家になる必要はありませんが、 XMLド
キュメントのさまざまな要素を、すくなくとも読んで解釈できるべきです。 もしXMLでの作業をし
たことがないのならば、おそらく以下のサイトを見るべきでしょう。 

• W3Schools XML Tutorial [http://www.w3schools.com/xml/] : XMLの基礎から発展的な内容までを扱っ
ているチュートリアルです。 

• ZVON.org [http://www.zvon.org/] : 大量のXMLリソースがあります。非常によいリファレンスガイ
ドを含んでいます。 
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第2章 インストール 

このチュートリアルはインストールガイドを含んでいません。その理由は、公式のGlobusインストー
ルガイドが、  すでに非常に理解しやすいからです。 GT4.0 System Administrator's Guide 
[http://www.globus.org/toolkit/docs/4.0/admin/docbook/] にある説明に沿うだけです。 

このチュートリアルを読むためには、ツールキットのJava WS Coreリリースのみをインストールする
だけで十分です。 しかし、長い目で見れば、ツールキットをすべてインストールしたほうがよいでし
ょう（警告：ツールキットをすべてインストールするには長い時間を要します）。 もし、Java WS Core
の み を イ ン ス ト ー ル す る の な ら ば 、 ま ず 初 め に 、 Scott Gose の WSRF Grid Services 
[http://www-unix.mcs.anl.gov/%7Egose/grid-services/]を見るべきです。 
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第3章 5つのステップで初めてのステー
トフルなWebサービスを書く 

MathService 

この章では、WSRFを使って状態の情報を保つ、簡単なステートフルWebサービスを書き、それをデプ
ロイします。この最初のWebサービスはとても簡単なMath Web Service です(をMathServiceと呼ぶこと
にします) 。このサービスによってユーザーは以下のオペレーションを実行することができるように
なります: 

• 加算 

• 減算 

更に、MathService は次のリソース・プロパティ (RP) を持ちます: 

• 値 (整数) 

• 最後に実行されたオペレーション (文字列) 

また、リソース・プロパティの値にアクセスするために「値取得」オペレーションも加えます。「第

６章 Resource Properties」では、get/set オペレーションを追加せずに、リソース・プロパティへアク
セスするためのより優れた方法を見てみます。 

MathService の内部ロジックはいたって単純です。リソースが新たに生成されると、その「値」という
リソース・プロパティはゼロで初期化され、「最後に実行されたオペレーション」というリソース・

プロパティは「NONE」になります。加算・減算のオペレーションは整数パラメータ1つのみを受け付
けます。このパラメータは「値」リソース・プロパティに対して加算・減算され、「最後に実行され

たオペレーション」リソース・プロパティはそれぞれ「加算」や「減算」へと変わります。また、加

算・減算のオペレーションによる戻り値はありません。 

最後に、この最初の例は単一のリソースを持つよう限定されています。後続の章では、第１章の「ス
テートフルネス（状態の保持）へのリソース・アプローチ」のように、複数のリソースに関連付けら

れたサービスをどのように書くことができるかを見ていきます。 

ハイテクでしょ? このサービスはちょっと退屈に見えるかもしれませんが、心配しないで下さい。な
にしろ、これが最初のステートフルなWebサービスになるのです。初めは小さな教訓的なサービスか
ら始めて、しだいに複雑なリソース・プロパティを追加したり、通知の機能を加えたり、とした方が

良いでしょう。結局のところ、MathService は GT4 に慣れるための手段であると心積りしておいて下
さい。一般的に、典型的な WSRF の Webサービスというものはずっと複雑で、(加減算のような) 些
細なオペレーションを公開する以上のことをします。 

 

5つのステップ 

おそらく、WSRF の Webサービスを書き、デプロイするのは、想像しているよりも簡単です。 

1. サービスのインターフェイスを定義します。これには WSDL を用います。 

2. サービスを実装します。これには Java を用います。 

3. デプロイメント・パラメータを定義します。これには WSDD と JNDI を用います。 
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4. 全てをコンパイルして GAR ファイルを生成します。これには Ant を用います。 

5. サービスをデプロイ します。これには GT4 のツールを用います。 

これらの5つのステップが理解できなかったり、WSDL、 WSDD、Ant といった用語の意味がわから
ずに途方に暮れたりしても、心配しないで下さい。この最初の例で、それぞれのステップの詳細を深

く、体験していきます。このチュートリアルの残りの例でもこれらの5つのステップに従いますが、そ
のステップが何かといった説明を全て繰り返したりはしません。ですから、どこかのステップがわか

らないなと思ったら、いつでもこの章 (「5つのステップで初めてのステートフルなWebサービスを書
く」)へ戻り、そのステップの詳細を振り返ってみて下さい。 

始める前に... 
準備はよろしいですか? では、もう少しだけ待って下さい。始める前にチュートリアルのファイルを
ダウンロードするのをお忘れなく。チュートリアルのファイルへのリンクは、チュートリアルのWeb
サイト [http://gdp.globus.org/gt4-tutorial]にあります。パッケージにはチュートリアルで使用する全ての
ソースファイルが含まれていますし、使用するサービスをビルドしてデプロイするのに必要な、その

他のファイルもいくつか含まれています。ご自分の環境に空のディレクトリを作って、そこにファイ

ルを解凍して下さい。今から、そのディレクトリを$EXAMPLES_DIRと表記します。 

ファイルの準備ができましたら、チュートリアルの初めの章を進めるには2つの方法があることを考慮
に入れておいて下さい: 

• サンプルのソースファイルを使う：全てのソースコード (Java, WSDL, WSDD) が$EXAMPLES_DIR

に使えるよう準備されていますので、手でそれらを変更する必要はありません。 

• サンプルのソースファイルを使わない： 全て用意された出来合いのソースコードを使うよりは、
自分でファイルを書いて、それぞれのポイントで何をしているのか、よりよく理解したいという方

もいるでしょう。実際、この章を読み進むには、(手で書くのが大変なほど長すぎファイルを除け
ば) おそらくそれが最も良い方法だと思います。この章には、完全なコードのリスト (ファイルに
コピー&ペーストができます) が含まれていますので、全てのファイルを自分で書くのも簡単です。
ただ、サービスをビルドしてデプロイする際に必要となる補助的なファイル群がサンプル・パッケ

ージには含まれていますが、それらは必要となります。ですので、ソースファイル無しでサンプル
を進める際も、サンプル・ファイルのダウンロードはやはり必要です。ソースファイルを消すには、

いったん$EXAMPLES_DIRに移動し、「org」 ディレクトリを消去して下さい。ただし、他のものは
消去しないようにして下さい。 

さあ、それでは、ようやく準備ができました。 

ステップ1: WSDL でインターフェイスを定義する 

Webサービス (WSRF を使って状態を保持するものを含みます) を書く最初のステップはサービス・
インターフェースを定義することです。サービスが外の世界に対して何を提供するのかをはっきりと
させる必要があります。この時点ではサービスの内部的な動き (どんなアルゴリズムを使うか、どん
な外部システムと連携するか、など) については関知しません。どんなオペレーションをユーザに対
して利用可能にするのかだけ知ればよいのです。Webサービス用語でサービス・インターフェースは
通常ポート・タイプと呼ばれます。(そして、たいてい portType と書かれます。) 

1.2の「Webサービスの簡単な紹介」で見たように、Webサービスが提供するオペレーションを明示す
るために使用する、特別な XML 言語、Webサービス記述言語 (Web Service Description Language, 
WSDL) というものが存在します。ですから、このステップでしなければならなこととは、WSDL を
用いて MathService についての記述を書くことです。 

一見すると、(Java のインターフェイスや IDL インターフェイスといった) インターフェイス言語で
始めるのが最善策であるように思えるかもしれませんし、(後々、すぐに気付かれると思いますが) そ
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ちらの方が WSDL を直接コーディングするよりもユーザー・フレンドリーです。実際、Java でイン
ターフェイスを定義したい場合、単純に下のように書くことができます: 
 
public interface Math 
{ 
  public void add(int a); 
 
  public void subtract(int a); 
 
  public int getValueRP(); 
} 

 

これでステップ1はほとんど終りです! (リソース・プロパティを特定しなければなりませんが)。 しか
しここでは、たとえ Java のインターフェイスを使った場合よりも理解するのが困難だとしても、
WSDL でインターフェイスの記述をします。その主な理由は、Java のインターフェイスは書くのも理
解するのも簡単ですが、長い目で見ればWSDL よりもずっと多くの問題をはらんでいるのです。です
ので、さっさと WSDL を書き始めるのがよいでしょう。その前に、上の Java のインターフェイスと
同等の WSDL のコードを見ておきましょう。 

ただし、このページでの目的は WSDL ファイルの書き方を詳細に説明することではなく、ある特定
の例に対する WSDL を提示することにあります。WSDL の書き方について知らない方は、今が「補
足A.1 「WSRF の ステートフルなWebサービスのための WSDL 記述」を見る絶好の機会です。われ
われはここで待っていますから。 

WSDL のコード 

さて、WSDLを知っている方や、WSDL についての補足の章から戻ってきた方は、これを見て下さい: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions name="MathService" 
    targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    
xmlns:wsrp="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft
-01.xsd" 
    
xmlns:wsrpw="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draf
t-01.wsdl" 
    xmlns:wsdlpp="http://www.globus.org/namespaces/2004/10/WSDLPreprocessor" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
<wsdl:import  
    namespace= 
    
"http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft-01.wsdl" 
    location="../../wsrf/properties/WS-ResourceProperties.wsdl" /> 
 
 
<!--============================================================ 
 
                      T Y P E S 
                       
  ============================================================--> 
<types> 
<xsd:schema 
targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
     
 
 <!-- リクエストとレスポンス --> 
  
 <xsd:element name="add" type="xsd:int"/> 
 <xsd:element name="addResponse"> 
  <xsd:complexType/> 
 </xsd:element> 
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 <xsd:element name="subtract" type="xsd:int"/> 
 <xsd:element name="subtractResponse"> 
  <xsd:complexType/> 
 </xsd:element> 
 
 <xsd:element name="getValueRP"> 
  <xsd:complexType/> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="getValueRPResponse" type="xsd:int"/> 
 
 
 <!-- リソース・プロパティ --> 
 
 <xsd:element name="Value" type="xsd:int"/> 
 <xsd:element name="LastOp" type="xsd:string"/> 
 
 <xsd:element name="MathResourceProperties"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="tns:Value" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xsd:element ref="tns:LastOp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
         
</xsd:schema> 
</types> 
 
 
<!--============================================================ 
 
                       M E S S A G E S 
                       
  ============================================================--> 
<message name="AddInputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:add"/> 
</message> 
<message name="AddOutputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:addResponse"/> 
</message> 
 
<message name="SubtractInputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:subtract"/> 
</message> 
<message name="SubtractOutputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:subtractResponse"/> 
</message> 
 
<message name="GetValueRPInputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:getValueRP"/> 
</message> 
<message name="GetValueRPOutputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:getValueRPResponse"/> 
</message> 
 
 
 
<!--============================================================ 
 
                       P O R T T Y P E 
                       
  ============================================================--> 
<portType name="MathPortType"  
    wsdlpp:extends="wsrpw:GetResourceProperty" 
    wsrp:ResourceProperties="tns:MathResourceProperties"> 
 
 <operation name="add"> 
  <input message="tns:AddInputMessage"/> 
  <output message="tns:AddOutputMessage"/> 
 </operation> 
         
 <operation name="subtract"> 
  <input message="tns:SubtractInputMessage"/> 
  <output message="tns:SubtractOutputMessage"/> 
 </operation> 
 
 <operation name="getValueRP"> 
  <input message="tns:GetValueRPInputMessage"/> 
  <output message="tns:GetValueRPOutputMessage"/> 
 </operation> 
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</portType> 
 
</definitions> 

 

注意 

このファイルは $EXAMPLES_DIR/schema/examples/MathService_instance/Math.wsdl にあるもので
す。サービスをビルドする際に使うツールの関係で、このディレクトリに位置を特定して置いてあり

ます。このツールを使う上で必要となるディレクトリ構造についての詳細は「付録 B. チュートリア
ルのディレクトリ構造」で述べています。 

WSDL を知っている方ならば、これが実に素直な WSDL ファイルで、以下の3つのオペレーション
を  (メッセージや型といった他に必要なものと共に) 定義していることに気付くでしょう :add, 
subtract, 及び getValueRPがそれです。しかし、この WSDL ファイルには WSRF と Globus に特
有な部分もあります。 

WSRF および Globus に特有な WSDL の機能 

この WSDL には WSRF、もしくは、我々が使っているGlobus による WSRF の実装に特有の機能が
3つあります。以下はそれら3つの機能の簡単な概要です。詳細については付録Aの「WSRF の ステー
トフルなWebサービスのための WSDL 記述」にあります。 

· リソース・プロパティ:サービスのリソース・プロパティを指定するために、portType要素の

wsrp:ResourceProperties属性を使用します。リソース・プロパティはWSDLファイルの<types>セ
クションで宣言されていなければなりません。リソース・プロパティは状態の情報を収めておく場

所だということを思い出してください。 

 

• WSDL プリ・プロセッサー:portType要素のwsdlpp:extends属性のおかげで、公式の WSRF の 
WSDL からコピー&ペーストせずとも、既存の WSRF の portType を自分の portType にインク
ルードすることができます。WSDL プリ・プロセッサーは、この属性の値を使い、独自の portType 
の定義に加え、このサービスに必要な WSRF の portType を全て備えるような、正しい WSDL を
生成します。 

このケースでは、WS-ResourceProperties の  WSDL ファイルからGetResourcePropertyという 
portType をインクルードしていることに注目して下さい。 

• 空のバインディング定義:バインディングの定義は通常の WSDL にとっては欠かせないものです。
しかし、サービスをビルドする際に呼び出される GT4 のツールによって自動的に生成するので、
手動でバインディング定義を加える必要はありません。 

WSDL プリ・プロセッサー 

WSDL プリ・プロセッサー (そして、portType 要素の wsdlpp:extends 属性も) は GT4 で簡便のた
めに提供されているものです。概念的には、wsdlpp:extendsを使う WSDL ファイルは、実際に使用
される前に通常の WSDL に変換される、と理解しておくことが非常に大切です。言い換えると、
wsdlpp:extends 属性はサービスがデプロイされる前に常に消え去ってしまうので、GT4 と他の 
WSRF 実装との相互接続性に影響しないのです。このプロセスは、いくつかの WSDL ファイル (自
分のファイルと、そこから呼び出す全ての WSRF の WSDL ファイル) を取り出して、それらを単一
の (平坦化された) ファイルにマージするため、「平坦化(flattening)」と通常呼ばれます。GT4 は常に 
平坦化された WSDL ファイルを公開します。 

そしてまた、wsdlpp:extendsの使用が必要であるわけではないこともおさえておきましょう。その気
になれば、平坦化されたものを直接書くことも可能です。しかし、それのために、ミスを招きそうな
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大量のコピー&ペーストをすることになります。この本の例では全てwsdlpp:extendsを用います。 

要するに: GT4 は他の Webサービスの実装や他の WSRF の実装にwsdlpp:extendsを使うことを強い

ません。なぜならば、WSDL ファイルは常に平坦化されたものをやり取りするからです。
wsdlpp:extendsは純粋に GT4 の内部的な機能なのです。 

名前空間のマッピング 

WSDL の良いところの一つは、それが言語に依存しないことです。すなわち、どんな言語でサービス
を実装するのかや、どんな言語でクライアントを実装するのかといったことについて全く言及しない

のです。 

しかしながら、もちろんあるタイミングで、ある特定の言語 (ここでは Java) にインターフェイスを
参照させたくなる時が来ます。それには、GT4 のツールを使って WSDL ファイルから生成されるス
タブ・クラス群を使用します。(スタブ・クラスについては第１章の「Webサービスの簡単な紹介」に
記述されています。) このツールにスタブ・クラスを正しく生成させるには、スタブ・クラスをどこ
の場所にデプロイするか (すなわち、Java のパッケージをどのようにするか) をツールに伝えなくて
はなりません。これにはマッピング・ファイルという、WSDL の名前空間と Java のパッケージを関
連付けるためのファイルを用います。 
 
http¥://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance= 
    org.globus.examples.stubs.MathService_instance 
http¥://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance/bindings= 
    org.globus.examples.stubs.MathService_instance.bindings 
http¥://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance/service= 
    org.globus.examples.stubs.MathService_instance.service 

 

注意 

それぞれのマッピングは1行で記述されなければなりません。(ですので、上のファイルは3行になりま
す。) また、コロンの前のバックスラッシュも意図的に挿入していることに注意して下さい。このフ
ァイルは、$EXAMPLES_DIR/namespace2package.propertiesになります。 

1行目の名前空間は WSDL ファイルのターゲット名前空間です。他の2つの名前空間は GT4 のツー
ルが (必要なバインディングをインクルードして) WSDL を完成させた時に自動的に生成する名前空
間です。このチュートリアルでは、サンプルのスタブ・クラスを以下の Java パッケージに配置しま
す。 
org.globus.examples.stubs 

MathService_instance という名前のサービスを定義しているので、WSDL ファイルを以下のパッケ
ージにマッピングします: 
org.globus.examples.stubs.MathService_instance 

       

しかし、スタブ・クラスは WSDL ファイルから生成されるので、サービスをコンパイルするまでは
存在しないものであることに注意して下さい。(コンパイルした時点で生成されます。) 言い換えると、
$EXAMPLES_DIR内でorg.globus.examples.stubsを探しても、存在しないので探さないで下さい、とい

うことです。がっかりしないでください。スタブ・クラスを生成したらすぐに、それらが生成される

ディレクトリを (ごく簡単に) 見てみます。 

ステップ2: Java でサービスを実装する 

サービスのインターフェイス (「そのサービスが何をするか」) を定義したので、次のステップでは
そのインターフェイスを実装します。実装とは、「サービスがすると約束したことをどのようにする
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か」です。 

QName インターフェイス 

まず初めに必要なのは、とても簡単な Java インターフェイスです。これによって、我々がちょっと
だけ楽をできるようなものです。サービスに関するものならほとんど全て、それを参照する時に有修
飾名(qualified name)、つまり QName を用いて参照する必要があります。これは、名前空間とローカ
ル名を含んだ名前です。例えば、 Valueリソース・プロパティの QName は次のようになります: 
{http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance}Value 

注意 

これは、QName を文字列で表現するするときによく使われる書き方です。名前空間は中括弧で挟まれ、
ローカル名はそのすぐ後に置かれます。 

Java で有修飾名は QName クラスを用いて表現されます。有修飾名は，しばしば参照することになる
ので、これらを独立したインターフェイスとしてまとめておくのは良いことでしょう: 

 
package org.globus.examples.services.core.first.impl; 
 
import javax.xml.namespace.QName; 
 
public interface MathQNames { 
 public static final String NS = 
"http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance"; 
 
 public static final QName RP_VALUE = new QName(NS, "Value"); 
 
 public static final QName RP_LASTOP = new QName(NS, "LastOp"); 
 
 public static final QName RESOURCE_PROPERTIES = new QName(NS, 
   "MathResourceProperties"); 
} 

 

注意 

このファイルは$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/first/impl/MathQNames.java

にあります。 

このインターフェイスは書かなければならないものではありませんが、長い目で見ると、全ての 
QName を一箇所にまとめておく方がずっと良い方法です。これによって、他のクラスに手書きすると
起こるような間違いを防ぐことができます。 

サービスの実装 

この最初の例では、サービスの実装は単一のJavaクラスでできており、そのコードによってサービス
とリソースの両方がまかなわれます。後続の章では、少なくとも2つのクラスに実装を分割する方がよ
り一般的 (実際，そうすべき) であるということを見ていきます。この最初の例で記述されるアプロ
ーチは、ごく簡単なサービスのコーディングにだけ使用して下さい。 

サービスのコードを書くということは、実はとても機械的な作業です。自明でないコードは、このサ

ービスが持つ単一のリソースを初期化するメソッドの部分だけです。 

以下は、リソースのクラスの要点部分です 

 
package org.globus.examples.services.core.first.impl; 
 
import java.rmi.RemoteException; 
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import org.globus.wsrf.Resource; 
import org.globus.wsrf.ResourceProperties; 
import org.globus.wsrf.ResourceProperty; 
import org.globus.wsrf.ResourcePropertySet; 
import org.globus.wsrf.impl.ReflectionResourceProperty; 
import org.globus.wsrf.impl.SimpleResourcePropertySet; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.AddResponse; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.SubtractResponse; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.GetValueRP; 
 
public class MathService implements Resource1, ResourceProperties2 { 
 
 
} 

 
1 我々の Java クラスはサービスとリソースの両方を実装するので、Resource インターフェイスを
実装する必要があります。しかし、このインターフェイスには実装が必要なメソッドがありませ

ん。このクラスがリソースであるという印を付けるためだけに、このインターフェイスを実装し

ているのです。 
2 ResourcePropertiesインターフェイスを実装することで、そのクラスが利用可能なリソース・プ

ロパティの集合を持っているということを示しています。このインターフェイスを実装すること

により、以下のコードをクラスに加えることが必要になります: 

 
private ResourcePropertySet propSet; 
 
public ResourcePropertySet getResourcePropertySet() { 
 return this.propSet; 
} 

 

さて、我々のリソースには2つのリソース・プロパティが含まれているのを思い出して下さい:xsd:int
型のValueとxsd:string型のLastOpです。それぞれのリソース・プロパティに属性を加え、それぞれ

のリソース・プロパティのための get/set メソッドのペアを加える必要があります。 
 
package org.globus.examples.services.core.first.impl; 
 
import java.rmi.RemoteException; 
 
import org.globus.wsrf.Resource; 
import org.globus.wsrf.ResourceProperties; 
import org.globus.wsrf.ResourceProperty; 
import org.globus.wsrf.ResourcePropertySet; 
import org.globus.wsrf.impl.ReflectionResourceProperty; 
import org.globus.wsrf.impl.SimpleResourcePropertySet; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.AddResponse; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.SubtractResponse; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.GetValueRP; 
 
public class MathService implements Resource, ResourceProperties { 
 
 /* リソース・プロパティ集合 */ 
 private ResourcePropertySet propSet; 
 
 /* リソース・プロパティ */ 
 private int value; 
 private String lastOp; 
 
 /* リソース・プロパティのゲッター/セッター */ 
 public int getValue() { 
  return value; 
 } 
 
 public void setValue(int value) { 
  this.value = value; 
 } 
 
 public String getLastOp() { 
  return lastOp; 
 } 
 
 public void setLastOp(String lastOp) { 
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  this.lastOp = lastOp; 
 } 
 
 /*  ResourceProperties インターフェイスに必要 */ 
 public ResourcePropertySet getResourcePropertySet() { 
  return this.propSet; 
 } 
} 

 

警告 

属性の名前を、 WSDL ファイルでリソース・プロパティに与えたものと同じ名前にすることが重要
です。(ただし、頭文字を小文字にします。) 覚えておきましょう: 

 
<xsd:element name="Value" type="xsd:int"/> 
<xsd:element name="LastOp" type="xsd:string"/> 

 

これが以下のようになります: 

 
private int value; 
private String lastOp; 

 

get/set メソッドに関しても、WSDL ファイルで使われている名前を (頭文字を大文字のままで) その
まま使わなければなりません: 
 
public int getValue() {...} 
public void setValue(int value) {...} 
public String getLastOp() {...} 
public void setLastOp(String lastOp) {...} 

 

次に、コンストラクタを実装しなければなりません。ここで、リソース・プロパティを初期化します。 

 
 /* コンストラクタ. リソース・プロパティを初期化 */ 
public MathService() throws RemoteException { 
 1 
 this.propSet = new SimpleResourcePropertySet( 
   MathQNames.RESOURCE_PROPERTIES); 
 
 /* リソース・プロパティを初期化する */  
 try { 
  2 
  ResourceProperty valueRP = new ReflectionResourceProperty( 
    MathQNames.RP_VALUE, "Value", this); 
  this.propSet.add(valueRP); 
  setValue(0); 
    
  ResourceProperty lastOpRP = new ReflectionResourceProperty( 
    MathQNames.RP_LASTOP, "LastOp", this); 
  this.propSet.add(lastOpRP); 
  setLastOp("NONE"); 
 } catch (Exception e) { 
  throw new RuntimeException(e.getMessage()); 
 } 
} 

 
1 リソース・プロパティの集合を生成します。この際、リソース・プロパティの有修飾名を与えな
けれなりません。このケースでは、QNameは以下になります: 
{http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance}MathResourcePro
perties 
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これは WSDL ファイルの中で指定されています。この QNameを MathQNames インターフェイ
スの中に書いて、簡単にアクセスできるようにしたことを思い出して下さい。 

2 個々のリソース・プロパティを生成して、それを初期化します。(それぞれのリソース・プロパテ
ィの QName、RP_VALUEとRP_LASTOP をどのように参照しているか、再度、注目しておいて下さ
い。) 

リフレクション・リソース・プロパティ 

これまで我々が見てきたリソースを生成するやり方は、それぞれのリソース・プロパティを表現する

のにReflectionResourcePropertyを用いるという、最も単純なタイプのものでした。これにより、実

装はかなりシンプルになりますが、リソースの実装に対して少なからず制約を設けることにもなりま

す。(例えば、上の警告で述べたように、get/set メソッドが必要となることなどです。) GT4 には他に
もクラスが用意されおり、リソースに関するより複雑なシナリオに対応することができます。(例えば、
SimpleResourcePropertyや PersistentResourceProperty といったクラスがあります。) 実際に、「第
８章 Notifications」ではSimpleResourcePropertyを使います。 

最後に、リモート・アクセスが可能なメソッド(add、subtract、getValueRP) の実装を提供する必要
があります。これらは、パラメータや戻り値の型をどのように宣言しなければならないかといった点

を除けば、ごく素直なやり方で実現できます。例として、addメソッドを見てみましょう(subtract メ
ソッドも同じようにします): 
 
public AddResponse add(int a) throws RemoteException { 
 value += a; 
 lastOp = "ADDITION"; 
 
 return new AddResponse(); 
} 

 

WSDL ファイルでは  add オペレーションが戻り値を返さないように宣言しましたが、それが
AddResponse 型で戻り値を返すようになっていることに気付くでしょう。同様のことがgetValueRP 
メソッドでも起きています: 
 
public int getValueRP(GetValueRP params) throws RemoteException { 
 return value; 
} 

 

getValueRP はパラメータを持たないように定義されているにもかかわらず、メソッドは
「GetValueRPparams」という1つのパラメータを持つようになっています。あまり神経質にならない
で下さい。これ全てには、とても論理的な説明があります。WSRF はドキュメントリテラル・バインディ
ングという、パラメータが特定の方法で実装されることを必要とする方式を使用するので、このよう

になっているのです。 
ドキュメントリテラル・バインディングがパラメータにどのように影響

するか 

WSDL インターフェイスの一部となるオペレーション(add、subtract、getValueRPといったもの) を
書く際、ある状況によっては、パラメータや戻り値がスタブ・クラス (WSDL ファイルから自動生成
されます)の内部にボックス化されることがあります。複数のパラメータを持つときなどがそうです。
例えば、WSDL ファイルの中で以下のようなオペレーションを宣言したとします: 

 
void multiply(int a1, int a2); 

 

実際の Java のコードはこのようになります: 
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public MultiplyResponse multiply(Multiply params) throws RemoteException 
{ 
 int a1 = params.getA1() 
 int a2 = params.getA2() 
  
 // Do something 
  
 return new MultiplyResponse(); 
} 

 

Multiplyと MultiplyResponse がスタブ・クラスです。(a1 と a2 の) 二つのパラメータが Multiply 
という一つのパラメータの内部に隠蔽され、実際には戻り値を必要としないのにMultiplyResponse 
オブジェクトが返されていることに注目して下さい。 

トリッキーなことに、前述しましたが、この「ボックス化」は幾つかのケースでしか起こらないので

す: 

• パラメータの数が二つ以上の場合。例えば、addメソッドはパラメータが一つですので、「ボック

ス化」は起こりません。 

• 戻り値が void または複合型の場合。例えば、getValueRP メソッドはint値を返しますので「ボッ

クス化」は起きません。一方、add メソッドと subtract メソッドはどちらも voidを返しますの
で、AddResponseや SubtractResponse を返さなくてはならないのです。 

完成したクラスは以下のようになります: 

 
package org.globus.examples.services.core.first.impl; 
 
import java.rmi.RemoteException; 
 
import org.globus.wsrf.Resource; 
import org.globus.wsrf.ResourceProperties; 
import org.globus.wsrf.ResourceProperty; 
import org.globus.wsrf.ResourcePropertySet; 
import org.globus.wsrf.impl.ReflectionResourceProperty; 
import org.globus.wsrf.impl.SimpleResourcePropertySet; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.AddResponse; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.SubtractResponse; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.GetValueRP; 
 
public class MathService implements Resource, ResourceProperties { 
 
 /* リソース・プロパティ集合 */ 
 private ResourcePropertySet propSet; 
 
 /* リソース・プロパティ */ 
 private int value; 
 private String lastOp; 
 
 /* コンストラクタ. リソース・プロパティを初期化 */ 
 public MathService() throws RemoteException { 
  /* リソース・プロパティ集合を生成 */ 
  this.propSet = new SimpleResourcePropertySet( 
    MathQNames.RESOURCE_PROPERTIES); 
 
  /* リソース・プロパティを初期化する */ 
  try { 
   ResourceProperty valueRP = new ReflectionResourceProperty( 
     MathQNames.RP_VALUE, "Value", this); 
   this.propSet.add(valueRP); 
   setValue(0); 
 
   ResourceProperty lastOpRP = new ReflectionResourceProperty( 
     MathQNames.RP_LASTOP, "LastOp", this); 
   this.propSet.add(lastOpRP); 
   setLastOp("NONE"); 
  } catch (Exception e) { 
   throw new RuntimeException(e.getMessage()); 
  } 
 } 

日本語版：グリッド協議会



 5つのステップで初めてのステー
トフルなWebサービスを書く 

 

 47  

 
 /* リソース・プロパティのゲッター/セッター */ 
 public int getValue() { 
  return value; 
 } 
 
 public void setValue(int value) { 
  this.value = value; 
 } 
 
 public String getLastOp() { 
  return lastOp; 
 } 
 
 public void setLastOp(String lastOp) { 
  this.lastOp = lastOp; 
 } 
 
 /* リモートからのアクセスが可能な演算 */ 
 
 public AddResponse add(int a) throws RemoteException { 
  value += a; 
  lastOp = "ADDITION"; 
 
  return new AddResponse(); 
 } 
 
 public SubtractResponse subtract(int a) throws RemoteException { 
  value -= a; 
  lastOp = "SUBTRACTION"; 
 
  return new SubtractResponse(); 
 } 
 
 public int getValueRP(GetValueRP params) throws RemoteException { 
  return value; 
 } 
 
 /* ResourceProperties インターフェイスに必要 */ 
 public ResourcePropertySet getResourcePropertySet() { 
  return this.propSet; 
 } 
} 

 

注意 

このファイルは$EXAMPLE_DIR/org/globus/examples/services/core/first/impl/MathService.java

にあります。 

ステップ3: WSDD (と JNDI) でデプロイメントの構成を
する 

ここまでの時点で ステートフルな Webサービスのうち、最も重要な二つの部分を書き終えました。
すなわち、サービスのインターフェイス (WSDL) とサービスの実装 (Java) です。しかし、まだ何か
足りないような気がします。このWebサービスを、実際にクライアントから接続して利用できるよう
にするにはどのようにすればよいのでしょうか？我々のJavaクラスは、何か不思議なエーテルのよう
なものにのなかを漂っていられるのでしょうか？ ここで説明するステップによって、これまで書き上
げてきた全ての断片をまとめあげ、Webサービス・コンテナを通じて利用可能な状態にします。この
ステップはWebサービスのデプロイメントと呼ばれます。 
注意 

「Webサービス・コンテナ」とは、クライアントがWebサービスを利用できるようにするために必要
な全てのソフトウェア (SOAPエンジン、アプリケーション・サーバー、HTTPサーバー) を指す、包
括的な語句です。この機会に、第１章の「サーバサイド、接近」を見直しておくとよいかもしれませ

ん。 
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WSDD 配備記述子 

デプロイメントの局面でキーとなるコンポーネントの一つが配備記述子と呼ばれるファイルです。こ
れは、Webサービスをどのように公開するか (例えば、サービスの URIが何になるかなど) を Webサ
ービス・コンテナに伝えるファイルです。配備記述子は WSDD (Web Service Deployment Descriptor) フ
ォーマットで記述されます。我々の Webサービス の配備記述子は以下のようになります: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<deployment name="defaultServerConfig"  
    xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"  
    xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java"  
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
    <service name="examples/core/first/MathService" provider="Handler" use="literal" 
style="document"> 
        <parameter name="className" 
value="org.globus.examples.services.core.first.impl.MathService"/> 
        <wsdlFile>share/schema/examples/MathService_instance/Math_service.wsdl</wsdlFile> 
        <parameter name="allowedMethods" value="*"/> 
        <parameter name="handlerClass" value="org.globus.axis.providers.RPCProvider"/> 
        <parameter name="scope" value="Application"/> 
        <parameter name="providers" value="GetRPProvider"/> 
        <parameter name="loadOnStartup" value="true"/> 
    </service> 
 
</deployment> 

 

注意 

このファイルは $EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/first/deploy-server.wsdd 
になります。 

これらが何を意味するのか、よく見てみましょう。 

「service」の「name」 

 
<service name="examples/core/first/MathService" provider="Handler" use="literal" 
style="document"> 

 

Webサービスがどこで見つかるのかという位置を指定します。これをWebサービス・コンテナが持つ
アドレスに繋げると、Webサービスの完全なURIになります。例えば、GT4 のスタンドアローン・コ
ンテナを使っている場合、ベースとなるURLはおそらくhttp://localhost:8080/wsrf/servicesとな

るでしょう。ですので、サービスのURIは以下のようになります: 
http://localhost:8080/wsrf/services/examples/core/first/MathService 

className 
 
<parameter name="className" 
value="org.globus.examples.services.core.first.impl.MathService"/> 

 

このパラメータは、サービスのインターフェイスを実装しているクラス(我々のケースでは、前の節の
MathService)を指定します。 

WSDL ファイル 

 
<wsdlFile>share/schema/examples/MathService_instance/Math_service.wsdl</wsdlFile> 
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wsdlFIle タグで、Webサービス・コンテナに、サービスのWSDLファイルがどこにあるかを伝えます。
ファイル名の末尾に「_service」が付いているのに注目して下さい。これは誤植ではありません。こ

のWSDLファイル (Math_service.wsdl) は、サービスをコンパイルする時に GT4 のツールが自動的
に生成するものです。 

オペレーション・プロバイダー 

今のところは、providersパラメータを無視しておいて結構です。このサンプルでは使用しません。 

起動時ロード 

 
<parameter name="loadOnStartup" value="true"/> 

 

このパラメータによって、コンテナの起動直後にサービスをロードするかどうかの設定ができます。 

共通パラメータ 

 
<parameter name="allowedMethods" value="*"/> 
<parameter name="handlerClass" value="org.globus.axis.providers.RPCProvider"/> 
<parameter name="scope" value="Application"/> 

 

これら三つのパラメータは、我々がプログラムするすべてのWebサービスにも現れるものです。さわ
らないでおいてください。 

JNDI デプロイメント・ファイル 

この例で我々が実装しようとしているサービスは、考えられ得る最もシンプルなものですので、この

ファイルの出番はほとんどありません。しかし、このファイルは入れておかなければなりませんので、

ここは一つ、「とにかくこのファイルが必要なのだ」ということで目をつぶってもらわなければなり

ません。次の章で、リソース・ホーム の概念を説明し、このファイルをより詳しく説明します(この
例のファイルをもう一度確認します）。 

JNDIデプロイメント・ファイルはこのようになります: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<jndiConfig xmlns="http://wsrf.globus.org/jndi/config"> 
 
<service name="examples/core/first/MathService"> 
 <resource name="home" type="org.globus.wsrf.impl.ServiceResourceHome"> 
 <resourceParams> 
 
  <parameter> 
   <name>factory</name> 
   <value>org.globus.wsrf.jndi.BeanFactory</value> 
  </parameter> 
 
 </resourceParams> 
   
 </resource> 
</service> 
 
</jndiConfig> 

 

注意 

こ の フ ァ イ ル は

$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/first/deploy-jndi-config.xml になります。 
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ステップ4: Ant で GAR ファイルを生成する 

この時点で、(1) WSDL で書かれたサービスのインターフェイス、(2) Java で書かれたサービスの実装、
(3) WSDD と JNDI による配備記述子 (これらは、(1) と (2) を外の世界にどのように提示するかを
Webサービス・コンテナに伝えるものでした) ができたことになります。しかし、これらは全て、別々
のファイルの集まりです。これらをどうやって Web サービス・コンテナに置くのでしょうか? これ
らのファイルを、ある特定のディレクトリに一つ一つコピーしていかなければならないのでしょうか? 
Java ファイルはどうなるのでしょう。まだコンパイルすらしていないのに 

心配はご無用です。このステップで、全てが完全なる調和のもとに一つになります。前の三ページで

書いた三つのファイルを使って、グリッド・アーカイブまたはGARファイルと呼ばれるものを生成し
ます。この GAR ファイルは単一のファイルで、Web サービス・コンテナがサービスをデプロイし、
サービスを世界に対して公開するのに必要となるファイル・情報の全てを含んでいます。実際に、次

の節では GT4 のスタンドアローン・コンテナに GAR をデプロイする方法を説明します。 

しかし、GAR ファイルを生成するのは実に複雑な作業で、以下を含みます: 

• WSDL ファイルを処理し、欠けている情報 (バインディング情報など) を追加 

• WSDL からスタブ・クラスを生成 

• スタブ・クラスのコンパイル 

• サービス実装をコンパイル 

• これら全てのファイルを、ある特別なディレクトリ構造に整理する 

これを見ても恐れる必要はありません。Globus メンバーによる努力により、Ant という便利なツール
を使ってこれらの作業をたった一つのステップで行うことができます。 

Ant 

Ant とは、Apache SoftwareFoundation [http://www.apache.org/] のプロジェクトで、Java のビルド・ツー
ルです。概念的には、昔からある UNIXのmake コマンドにとてもよく似ています。これを利用すると、
Ant が面倒を見てくれるので、プログラマーは個々のソースファイルから実行形式を生成するステッ
プを気にせずともよくなるのです。それぞれのプロジェクトは異なりますので、個別のステップはビ
ルド・ファイル (makeの Makefile に相当) に記述します。このビルド・ファイルによって、コンパイ
ルする対象は何か、どのようにコンパイルするか、そしてそれをどのような順序で実行するか、とい

ったことを Ant に指示します。これにより、かなりのプロセスが簡単になります。実際、これにより、
ステップの数は一つになります! Ant を使って、我々が関心を払わなければならないことは、サービ
ス・インターフェース、サービス実装、配備記述子を書くことだけになります。残りは Ant が受け持
ってくれます: 

図 3.1. Ant で GAR ファイルを生成 
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図からわかるよう、Ant を使って 3種類のソースファイルからGAR を直接生成します。内部的には、
先に挙げた全てのステップを実行しており、やっかいなそれらの作業をやらなくても済むようになっ

ています。GT4 のプロジェクトでは、2種類のビルド・ファイルを Ant で使用します: GT4 に含まれ
る、一組のビルド・ファイルと、自分で書かなくてはならないビルド・ファイルです。GT4 のビルド・
ファイルは、重要な全てのステップ (WSDL の生成、スタブの生成など) をカバーします。自分で用
意するビルド・ファイルは本質的に、そのWeb サービスに固有のパラメータの設定と、数多くのGT4
のビルド・ファイルの呼び出しのみになります。 

最後に、Ant についての詳細を知りたい場合は、AntWebsite [http://ant.apache.org/]を見てみて下さい。
ドキュメントやチュートリアルなどが豊富にあります。 

globus-build-serviceスクリプトとビルド・ファイル 

このチュートリアル全体を通して言えることですが、それぞれのサービスに対して別々のビルド・フ

ァイルを書く必要はありません。これから、Globus Service Build Tools (GSBT) プロジェクトの一環と
して開発されたツールの1つである、globus-build-serviceというスクリプトとビルド・ファイルを

使用していきますが、このツールによってGARファイルを最小限の手間で作成することができ、違う
サンプルに移る時に、毎回  Ant のビルド・ファイルを変更する必要がなくなります。
globus-build-serviceの複製がサンプルには含まれていますが、このツールについての詳細は GSBT
の Webサイト(http://gsbt.sourceforge.net/)にあります。 

MathService のGAR を生成する 

与えられた Ant ビルド・ファイルと便利なスクリプトを使用すると，次のようにとても簡単に Web
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サービスを構築することができます。 
./globus-build-service.sh -d <service base directory> -s <service's WSDL file> 

       

注意 

GLOBUS_LOCATION という環境変数 が Globus Toolkit のルートを指していることを確認して下さ
い。(スクリプトの動作に必要です) 
注意 

Windows ユーザーは、Pythonのビルドスクリプト(これもまたGSBT プロジェクトの成果です) を使用
することも可能で、ダウンロード可能なチュートリアル・ファイルの中にに含まれています。Python ス
クリプトの方を使いたい場合は、以下の例の中で、単純に  globus-build-service.shを

globus-build-service.pyに読み替えて下さい。 

"サービスのベース・ディレクトリ"とは、deploy-server.wsddファイルが置かれているディレクトリ

で、Javaファイルが (その下のimplの中に) 置かれるところです。この最初のサンプルをビルドするに
は、次のようにします: 
./globus-build-service.sh ¥-d org/globus/examples/services/core/first/ ¥-s 
schema/examples/MathService_instance/Math.wsdl 

globus-build-serviceでは、ずっと簡単に(かつ素早く) 使うことができる略記も許されています。例
えば、最初のサンプルをビルドして、そのGARファイルを生成するには、以下を実行するだけで済み
ます: 
./globus-build-service.sh first 

注意 

これの実行時、$EXAMPLES_DIRにいることを確認して下さい。 

この略記法は、このチュートリアルのどのサンプルでも使うことができます。ただし、この略記が許

される理由は、短縮名 (例えばfirstといったもの) を特定のディレクトリとスキーマ・ファイルにマ
ッピングするためのファイルがサンプルに含まれているからに他ありません。自分のプロジェクトの

中で、マッピングを書いて略記を使うには、Globus Service BuildTools [http://gsbt.sourceforge.net/]のWeb
サイトを参照して下さい。 

全てが正常に動作すれば、GARファイルが$EXAMPLES_DIRに置かれます。正確にいうと、このサンプ

ルに対して生成されるGARファイルは以下です: 
$EXAMPLES_DIR/org_globus_examples_services_core_first.gar 

ステップ5: サービスをWebサービス・コンテナにデプロ
イする 

前のページで言及されましたが、GARファイルには、WebサーバーがWebサービスをデプロイするた
めに必要なファイルや情報が全て含まれています。デプロイはGT4のツールによって行なわれますが、
内部では Antを用いて GARファイルの解凍し、内部にあったファイル(WSDL, コンパイル済みスタブ、
コンパイル済み実装、WSDD)をGT4のディレクトリ・ツリー内のキーとなる場所にコピーします。 

このデプロイのコマンドは、$GLOBUS_LOCATIONに書き込み権限を持ったユーザによって実行され
なければなりません。 
globus-deploy-gar $EXAMPLES_DIR/org_globus_examples_services_wsrf_core_first.gar 

サービスをアンデプロイするためのコマンドもあります: 
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globus-undeploy-gar org_globus_examples_services_core_first  

デプロイはこんなにも簡単なのです! また、これによって、WSRFのWebサービスを書いてデプロイす
るのに必要な5つのステップが完結します。初のWSRFのWebサービスをデプロイして気分が晴れやか
になりましたが、きっと動作確認をしたいことでしょう。非常にシンプルなクライアント・アプリケ

ーションを用いて、デプロイされたばかりのサービスを試してみます。 

シンプルなクライアント 

これから、add演算とsubtract演算の両方を呼び出し、さらに、getValueRP演算によってリソース・

プロパティValueを取得するコマンドラインのクライアントで、我々のWebサービスをテストします。
このクライアントは、コマンドラインから引数を一つ受け付けます。 

1. The service URI 

ク ラ イ ア ン ト の ク ラ ス を Client と 名 付 け 、 そ れ を

$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/clients/MathService_instance/Client.javaにファイルに置

くことにします。以下は、クライアントのコードの全てです: 
 
package org.globus.examples.clients.MathService_instance; 
 
import org.apache.axis.message.addressing.Address; 
import org.apache.axis.message.addressing.EndpointReferenceType; 
 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.MathPortType; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.GetValueRP; 
import 
org.globus.examples.stubs.MathService_instance.service.MathServiceAddressingLocator; 
 
public class Client { 
 
 public static void main(String[] args) { 
  MathServiceAddressingLocator locator = new MathServiceAddressingLocator(); 
 
  try { 
   String serviceURI=args[0]; 
    
   1 
   EndpointReferenceType endpoint = new EndpointReferenceType(); 
   endpoint.setAddress(new Address(serviceURI)); 
 
   2 
   MathPortType math = locator.getMathPortTypePort(endpoint); 
 
   3 
   // 加算の実行 
   math.add(10); 
 
   // もう一度加算の実行 
   math.add(5); 
 
   // 値にアクセス 
   System.out.println("Current value:" + math.getValue(new GetValueRP())); 
 
   // 減算の実行 
   math.subtract(5); 
 
   // 値にアクセス 
   System.out.println("Current value:" + math.getValue(new GetValueRP())); 
  } catch (Exception e) { 4 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
} 

 
1 初めに、このサービスのエンドポイント・リファレンスを表現する、EndpointReferenceTypeオ

ブジェクトを生成します。第１章 1.2.3の「ステートフルネス（状態の保持）へのリソース・ア
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プローチ」にある通り、ある特定のWS-Resource (サービスとリソースのペア) のアドレス指定に
は、エンドポイント・リファレンスが使われることを思い出して下さい。我々のサービスにはリ

ソースが一つしかありませんので、そのエンドポイント・リファレンスにはサービスのURIだけ
あれば十分です。 

2 次 に 、 サ ー ビ ス の ポ ー ト ・ タ イ プ へ の 参 照 を 取 得 し て い ま す 。 こ れ は
MathServiceAddressingLocatorと呼ばれるスタブ・クラスによって行われますが、このスタブ・

クラスは、サービスのエンドポイントを与えられると、MathPortTypeオブジェクトを返します。

このMathPortTypeオブジェクトによって、Mathポート・タイプにアクセスできるようになります。 
3 ポート・タイプへの参照を取得してしまえば、そのWebサービスをあたかもローカルのオブジェ
クトかのように扱うことができます。例えば、リモートのadd演算を呼び出すためには、

MathPortTypeオブジェクトのaddメソッドを使えばいいのです。 
4 最後に、全てのコードをtry/catchブロックの中においていることに注目して下さい。リモートの
演算はどれもRemoteExceptionを投げる可能性がありますので(例えば、ネットワークが遮断され
た時、サービスにアクセスできなくなります)、これは常に行わなくてはなりません。 

さて、クライアントをコンパイルしてみましょう。コンパイラーを実行する前に、以下を実行するこ

とを確認して下さい: 
source $GLOBUS_LOCATION/etc/globus-devel-env.sh 

globus-devel-env.shスクリプトはGlobusのライブラリー全てをCLASSPATHに入れてくれます。サー
ビスをコンパイルする時は、 Ant が面倒を見てくれましたが、クライアントのコンパイルにはAntを
使いませんので、このスクリプトを実行する必要があります。 

クライアントをコンパイルするには、以下を実行します: 
javac ¥-classpath ./build/stubs/classes/:$CLASSPATH ¥ 

org/globus/examples/clients/MathService_instance/Client.java 

./build/classesはAntによって生成されたディレクトリで、コンパイルされたスタブ・クラスは全て
ここに置かれます。クライアントが、MathServiceAddressingLocatorといった、生成されたスタブ・

クラスにアクセスできるように、このディレクトリをCLASSPATH に含めなければなりません。 

さあ、クライアントを実行する前に、スタンドアローン・コンテナを起動する必要があります。さも

なければ、Webサービスが利用可能にならず、クライアントの実行は失敗してしまいます。 
globus-start-container -nosec 

警告 

この時点では、煩雑なセキュリティの設定を避けるために、セキュリティ機能をオフにして

(-nosec)Globusのスタンドアローン・コンテナを実行しています。しかし、実際のグリッド・アプリケ
ーションは、常にセキュリティが必要だと言っても過言では無いでしょう。今のところ、このチュー
トリアルではセキュリティをカバーしていません(Globusのオフィシャルなドキュメントを参照して
ください)。 

コンテナが起動すると、デプロイされた全サービスのリストが表示されます。MathService が正常にデ
プロイされたかどうかをチェックする最も簡単な方法は、以下の行がサービスのリストの中にあるか

どうかをチェックすることです。 
http://127.0.0.1:8080/wsrf/services/examples/core/first/MathService 

注意 

GT4 を デ フ ォ ル ト で イ ン ス ト ー ル し 、 ス タ ン ド ア ロ ー ン ・ コ ン テ ナ を
http://localhost:8080/wsrf/servicesに配置した場合、サービスは上記のように表示されます。コ

ンテナの位置を変更していると、別のURIになっているかもしれません。 
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サービスが正しくデプロイされれば、クライアントを実行することができます: 
java ¥-classpath ./build/stubs/classes/:$CLASSPATH ¥ 

org.globus.examples.clients.MathService_instance.Client ¥ 

http://127.0.0.1:8080/wsrf/services/examples/core/first/MathService 

全てがうまくいけば、以下が表示されるでしょう: 
Current value: 15 

Current value: 10 

ここで、我々のサービスは、同時にリソースそのものであることを覚えていて下さい。ですから、サ

ービスを繰り返し呼び出すと、同一の状態情報にアクセスします。もしクライアントを更に2度実行す
ると、それぞれの実行ごとに値が増えるのが確認できます: 
Current value: 25 

Current value: 20 
Current value: 35 

Current value: 30 
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第4章 単一リソース 

前章では、単一リソースのステートフルなWebサービスの実装について見ました。 そのときの実装で
は、最も簡単な方法、すなわちサービスとリソースを同一クラスの中で実装するという方法をとりま

した。 この章でも単一リソースを扱いますが、これをGT4でのより好ましい方法である、サービスと
リソースを別のクラスにする方法で実装することを学びます。このためには、まずリソース・ホーム

について学ぶ必要があります。 

実装の分離 

リソース、リソース・ホーム、サービス 

この章では、実装を3つのファイルに分離します。ただし前章のコードの大部分はそのまま利用し、フ
ァイルを3つに分割します。 

• リ ソ ー ス : 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/singleton/impl/MathResource.java 

• リ ソ ー ス ・ ホ ー ム : 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/singleton/impl/MathResourceHome.java 

• サ ー ビ ス : 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/singleton/impl/MathService.java 

実際のJavaコードを見る前に、これら3つのファイルの関係を見て行きます。 

図 4.1. サービス、リソース・ホーム、リソースの関係 

 

• serviceはstateless（状態を持たない） フロントエンドです（クライアントは、たとえ背後に他にい
くつものクラスがあっても、常にこのクラスとだけ交信する）。第１章の「WSRF: Web Services 
Resource Framework」を思い出してください。我々は 状態の持ち方について「リソース・アプロー
チ」に従っているので、Webサービスは常にステートレスです。しかし、状態の情報に アクセス
したいときは、ステートフル・リソースを取り出すことができるので、状態を持っている（ステー

トフル）という印象を与える ことができます。 

• resourceはステートフルなクラスであり、情報を保持することができます。 

• リソース・ホーム（resource home）はリソースを 管理する役割を持っています。たとえば、（ス
テートレス）サービスはリソース・ホームを 利用して（ステートフルな）リソースを取得します。
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この章で使うリソース・ホームは、単一のリソース（singleton） を扱えればよいので、非常に単
純ですが、次章で複数リソースを扱うときには、どのようにリソース・ホームを設定したらよいか

を 見ることにします。 

ServiceResourceHome 

これが前章で見た例題とどのような関係なのか、疑問に思うかもしれません。しかし、前章の例題で

針ソース・ホームを実装しませんでしたが、リソース・ホームは背後にあったのです。JDNI構成ファ
イルの以下の行を思い出してください。 

 
<resource name="home" type="org.globus.wsrf.impl.ServiceResourceHome"> 

 

我々はGlobasが提供するServiceResourceHomeと呼ばれるリソースを使用しました。 以下の図が示す
ように、ServiceResourceHomeはリソース・ホームの特殊なもので、 リソースを要求されると、常に
サービス・オブジェクトを返します。これによって、同じクラスの中にリソースとサービスの両方を 実
装することができます。 

 

簡単のために、チュートリアルの他の例でもServiceResourceHomeを使用しています。これにより、 多
くのコードを節約することができるからです。読者が自分自身のサービスを書くときには、

ServiceResourceHome の使用はごく単純なサービスの場合に限定すべきです。 

WSDLファイル 

この章ではサービスの実装だけを変更します。インターフェイスは同じものを使用するので、WSDL 
ファイルを修正する必要はありません。前章のものを再利用します。 
注意 

WSDLファイルは $EXAMPLES_DIR/schema/examples/MathService_instance/Math.wsdl 
です。 

QNamesインターフェイス 

今回も、最初に書くコードは名前空間のインターフェイスです。WSDLファイルは前章のものを再利
用するので、 Javaクラスを新しいパッケージに置くことを除けば、MathQNamesインターフェイスにつ
いて の大きな変更はありません。 
 
package org.globus.examples.services.core.singleton.impl; 
 
import javax.xml.namespace.QName; 
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public interface MathQNames { 
 public static final String NS = 
"http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance"; 
 
 public static final QName RP_VALUE = new QName(NS, "Value"); 
 
 public static final QName RP_LASTOP = new QName(NS, "LastOp"); 
 
 public static final QName RESOURCE_PROPERTIES = new QName(NS, 
   "MathResourceProperties"); 
} 

 

注意 

フ ァ イ ル は 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/singleton/impl/MathQNames.java. です。 

以後の章では、MathQNamesインターフェイスの個々のコードについて詳しく見ていくことはしません。 
WSDLファイルをもとに、それぞれのコードを書くのは比較的簡単です。以後は、例題中のファイル
の場所を示すだけに止めます。 

resourceリソース 

リソースの実装で見る最初の大きなファイルです。これが事実上、前章のMathServiceと同じである こ
とを知って（うれしい）驚きを感じるかも知れません。ないのはadd、 subtract、 getValueRPメソ
ッドだけで、これらはサービス実装 の方にあります。 

またRPの初期化コードが、もはやコンストラクタの中にはなく、initializeメソッドの中にある こ
とにも注意してください。 
 
package org.globus.examples.services.core.singleton.impl; 
 
import org.globus.wsrf.Resource; 
import org.globus.wsrf.ResourceProperties; 
import org.globus.wsrf.ResourceProperty; 
import org.globus.wsrf.ResourcePropertySet; 
import org.globus.wsrf.impl.SimpleResourcePropertySet; 
import org.globus.wsrf.impl.ReflectionResourceProperty; 
 
public class MathResource implements Resource, ResourceProperties { 
 
 /* Resource Property set */ 
 private ResourcePropertySet propSet; 
 
 /* Resource properties */ 
 private int value; 
 
 private String lastOp; 
 
 /* Initializes RPs */ 
 public void initialize() throws Exception { 
  this.propSet = new SimpleResourcePropertySet( 
    MathQNames.RESOURCE_PROPERTIES); 
 
  try { 
   ResourceProperty valueRP = new ReflectionResourceProperty( 
     MathQNames.RP_VALUE, "Value", this); 
   this.propSet.add(valueRP); 
   setValue(0); 
 
   ResourceProperty lastOpRP = new ReflectionResourceProperty( 
     MathQNames.RP_LASTOP, "LastOp", this); 
   this.propSet.add(lastOpRP); 
   setLastOp("NONE"); 
  } catch (Exception e) { 
   throw new RuntimeException(e.getMessage()); 
  } 
 } 
 
 /* Get/Setters for the RPs */ 
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 public int getValue() { 
  return value; 
 } 
 
 public void setValue(int value) { 
  this.value = value; 
 } 
 
 public String getLastOp() { 
  return lastOp; 
 } 
 
 public void setLastOp(String lastOp) { 
  this.lastOp = lastOp; 
 } 
 
 /* Required by interface ResourceProperties */ 
 public ResourcePropertySet getResourcePropertySet() { 
  return this.propSet; 
 } 
} 

 

注意 

こ の フ ァ イ ル は 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/singleton/impl/MathResource.java. です。 

このクラスがリソースとそのリソース・プロパティである（Valueと LastOp)を実装するためのすべて
のコードを含むことがわかります。 

サービスの実装 

サービス・クラスはクライアントから参照されるadd、subtract、 およびgetValueRPからなります。

たとえば、add操作をどのように 実装したか思い出してください： 
 
public AddResponse add(int a) throws RemoteException { 
 value += a; 
 lastOp = "ADDITION"; 
 
 return new AddResponse(); 
} 

 

今回は実装を分割したので、value変数やlastOp変数のような 状態に関する情報は、もはやサービス・
クラスには含まれていません。これら状態の情報についての操作は MathathResourceを使って行わな
ければなりません。このためaddは 以下のようになります。 

 
public AddResponse add(int a) throws RemoteException { 
 MathResource mathResource = getResource(); 1 
 mathResource.setValue(mathResource.getValue() + a); 2 
 mathResource.setLastOp("ADDITION"); 3 
 
 return new AddResponse(); 
} 

 
1 まずはじめに、リソースへの参照を取得しなければなりません。getResourceメソッドについて

は この後すぐに説明します。 
2 リソースを取得すると、その状態情報を操作できるようになります。このステップでは単に値を
（MathResource オブジェクトのgetValueメソッドを使って）取り出し、引数aを加えて、 得ら
れた値をsetValueを使って格納します。 

3 最後に、「最後に行った操作」を"ADDITION"に設定します。 

上記のgetResourceメソッドは、このサービスの単一リソースを取り出すための プライベート・メソ
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ッドです。コードを見てわかるように、このメソッドはリソースを取得するために、 ResourceContext
（Globusのクラス）を使用します。 
 
private MathResource getResource() throws RemoteException { 
 Object resource = null; 
 try { 
  resource = ResourceContext.getResourceContext().getResource(); 
 } catch (Exception e) { 
  throw new RemoteException("", e); 
 } 
  
 MathResource mathResource = (MathResource) resource; 
 return mathResource; 
} 

 

サービス実装の完全なソース・コードは次のようになります。 

 
package org.globus.examples.services.core.singleton.impl; 
 
import java.rmi.RemoteException; 
 
import org.globus.examples.services.core.singleton.impl.MathResource; 
import org.globus.wsrf.ResourceContext; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.AddResponse; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.SubtractResponse; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.GetValueRP; 
 
public class MathService { 
 
 /* 
  * Private method that gets a reference to the resource specified in the 
  * endpoint reference. 
  */ 
 private MathResource getResource() throws RemoteException { 
  Object resource = null; 
  try { 
   resource = ResourceContext.getResourceContext().getResource(); 
  } catch (Exception e) { 
   throw new RemoteException("Unable to access resource.", e); 
  } 
 
  MathResource mathResource = (MathResource) resource; 
  return mathResource; 
 } 
 
 /* Implementation of add, subtract, and getValue operations */ 
 
 public AddResponse add(int a) throws RemoteException { 
  MathResource mathResource = getResource(); 
  mathResource.setValue(mathResource.getValue() + a); 
  mathResource.setLastOp("ADDITION"); 
 
  return new AddResponse(); 
 } 
 
 public SubtractResponse subtract(int a) throws RemoteException { 
  MathResource mathResource = getResource(); 
  mathResource.setValue(mathResource.getValue() - a); 
  mathResource.setLastOp("SUBTRACTION"); 
 
  return new SubtractResponse(); 
 } 
 
 public int getValueRP(GetValueRP params) throws RemoteException { 
  MathResource mathResource = getResource(); 
 
  return mathResource.getValue(); 
 } 
 
} 
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注意 

フ ァ イ ル は 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/sinlgeton/impl/MathService.java. です。 

リソース・ホーム 

リソース・ホームの実装は、ツールキットに用意されているSingletonResourceHomeを 拡張すればよ
いので、非常に簡単です。この基底クラスは、事実上リソース・ホームが単一リソースを管理するの

に 必要なすべての機能を提供します。実装しなければならないのは、ResourceContextクラスの 内
部から呼び出される、findSingletonメソッドだけです。 このfindSingletonメソッドは、新たな

MathResourceオブジェクトを  生成し、初期化を行い、それを返します。基底クラスの
SingletonResourceHomeはリソースの 複製を保持し、リソースが要求されるたびにそれを返します。 

リソース・ホームの完全なソース・コードは次のようになります： 

 
package org.globus.examples.services.core.singleton.impl; 
 
import org.globus.wsrf.Resource; 
import org.globus.wsrf.impl.SingletonResourceHome; 
 
public class MathResourceHome extends SingletonResourceHome { 
 
 public Resource findSingleton() { 
  try { 
   // Create a resource and initialize it. 
   MathResource mathResource = new MathResource(); 
   mathResource.initialize(); 
   return mathResource; 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
   return null; 
  } 
 
 } 
} 

 

注意 

This file is 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/singleton/impl/MathResourceHome.java. 

リソース・ホームの有用性は、このような簡単な例(単一のリソースしか持たない場合)では明確でな
いかもしれません。しかし、リソース・ホームは，以後の実装、 特に複数リソースを扱う場合に多様
な機能を提供します。たとえば、リソース・ホームはリソースを作成し、その後破棄する場合に （デ
ータ・ベースに要素を加えたり、ログを出力するといった）特別な処理を行うのに利用できます。次

章では現在のリソース・ホーム を変更して、複数リソースを扱えるようにします。 

ビルド、デプロイ、既存クライアントによる試行 

実装の分割が終ると、新しいサービスをビルドし、デプロイする段階になります。まず、WSDDファ
イルに2つだけ小さな変更を 加えます。すなわち、サービス名とサービス・クラス名の変更です。WSDL
は、前章のものを再利用するので、WSDDファイル以外は 変更する必要はありません。 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<deployment name="defaultServerConfig"  
    xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"  
    xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java"  
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
    <service name="examples/core/singleton/MathService" provider="Handler" use="literal" 
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style="document"> 
        <parameter name="className" 
value="org.globus.examples.services.core.singleton.impl.MathService"/> 
        <wsdlFile>share/schema/examples/MathService_instance/Math_service.wsdl</wsdlFile> 
        <parameter name="allowedMethods" value="*"/> 
        <parameter name="handlerClass" value="org.globus.axis.providers.RPCProvider"/> 
        <parameter name="scope" value="Application"/> 
        <parameter name="providers" value="GetRPProvider"/> 
        <parameter name="loadOnStartup" value="true"/> 
    </service> 
 
</deployment> 

 

注意 

ファイルは  $EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/singleton/deploy-server.wsdd. 
です。 

さて、JNDIのデプロイファイルを詳しく見ましょう。前章では、説明なしにこれらのファイルが必要
であることを受け入れてもらいました。 ここでは、このファイルが何であるかを説明します。このフ
ァイルは、サービスがリソースを保持するのに、どのリソース・ホームを 使うかを示します。またこ
のファイルは、リソース・ホームがリソースをどのように管理すべきかを示すためのパラメータも指

定します。 ただし、現時点では１つのリソースを扱えればよいので、このJNDIファイルは比較的簡
単です。 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<jndiConfig xmlns="http://wsrf.globus.org/jndi/config"> 
 
<service name="examples/core/singleton/MathService"> 
 <resource name="home" 
type="org.globus.examples.services.core.singleton.impl.MathResourceHome"> 
 <resourceParams> 
 
  <parameter> 
   <name>factory</name> 
   <value>org.globus.wsrf.jndi.BeanFactory</value> 
  </parameter> 
 
 </resourceParams> 
   
 </resource> 
</service> 
 
</jndiConfig> 

 

注意 

フ ァ イ ル は 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/singleton/deploy-jndi-config.xml. です。 

簡単に言えば、ファイルのルート要素jndiConfigは複数のservice 要素を含むことができます。（構
成する各サービスについて１つ。ここではサービスを１つだけ構成しているので、 service要素は１
つだけです。）service要素にはname属性がありますが，この値はWSDDファイルに指定されるサービ
ス名と 必ず一致しなければなりません（基本的に、これによってWSDDファイルとJDNIファイルを関
連付けているのです）。 

service要素は、サービスのためのリソース・ホームを指定するのに使う resourceを含んでいます。
これはtype属性を使って行う ことに注意してください。resource要素にはいくつかのパラメータを含
めることができます。 この例では我々が配置するすべてのサービスに共通な１つの引数を指定してい
ます。 
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注意 

前章のJNDIデプロイファイルを見直してみると、指定したリソース・ホームがServiceResourceHome 
である以外は、上記のものと同じであることがわかります。 

ここまでくればサービスをビルドすることができます： 
 
./globus-build-service.sh singleton 

 

つぎに、デプロイをします： 

 
globus-deploy-gar $EXAMPLES_DIR/org_globus_examples_services_wsrf_core_singleton.gar 

 

注意 

ここで、デプロイの効果が得られるようにGlobusのスタンドアローン・コンテナーを再起動する必要
があります。 

最後に、サービスが動作することを確認します。WSDLファイルを再利用するもう一つの利点は、前
章で記述したクライアントも 再利用できることです。サービスの実装だけを変更したことを思い出し
てください。WSDLインターフェイスを変更しなければ、 新しいクライアントを書く必要はありませ
ん。 

クライアントは同じように実行することができます： 
 
java ¥ 
-classpath ./build/stubs/classes/:$CLASSPATH ¥ 
org.globus.examples.clients.MathService_instance.Client ¥ 
http://127.0.0.1:8080/wsrf/services/examples/core/singleton/MathService 

 

すべてがうまく行った場合は、次のようになるはずです： 
 
Current value: 15 
Current value: 10 

 

何度かクライアントを実行すると、実行するたびに値が増えるのがわかります。これはサービスが唯

一つのリソースを使用する ためです。 
 
Current value: 25 
Current value: 20 

 
 
Current value: 35 
Current value: 30 
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第5章 複数リソース 

前の２つの章では、状態の情報を保持するのに、単一のリソースを使用する簡単なステートフル・サ

ービスを実装しました。  はじめに、サービスとリソースを同一クラス中で実装できるように
ServiceResourceHomeを 利用し、その後この実装をサービス・クラス、リソース・クラス、リソース・
ホーム・クラスに分割しました。 

この章では、ファクトリ/インスタンスパターンと呼ばれるデザイン・パターンを利用して、 複数の
リソースを管理するサービスを書く方法を学びます。 

WS-Resourceファクトリ・パターン 

ファクトリ/インスタンス・パターンはソフトウェア設計、特にオブジェクト指向言語でよく知られた
パターンの一つです。 このパターンではオブジェクトのインスタンスを直接生成することは許されず、
インスタンスの生成は 生成（create）操作を提供するファクトリ（factory） を通じて行われます。 

複数のリソースを扱う場合、WSRFの仕様ではこのパターンに従うよう推奨しています。ファクトリ/
インスタンス・パターンでは リソースの生成に責任を持つサービス（(「ファクトリ・サービス」)と
リソースに含まれる情報に 実際にアクセスするサービス(「インスタンス・サービス」)を使用します。 

図 5.1. WS-Resourceファクトリ・パターン 

 

図 5.1. 「WS-Resourceファクトリ・パターン」にこれら２つのサービスとリソース、クライアント間
の関係の概略を示します。 クライアントが新しいリソースを必要とするときは、いつでもファクト
リ・サービスと連絡を取ります。ファクトリ・サービスは 新しいリソースの生成と初期化を行います。
ここで１つ重要なことは、この場合リソースに 一意的なキーが割り当てられることです。もはや単一
のリソースだけを扱っているわけではないので､ 個々のリソースを別々に扱う方法が必要なのです。
ファクトリ・サービスは、インスタンス・サービスと生成されたリソースから成る WS-Resourceのエ
ンドポイント・リファレンスを返します。 
注意 

「ステートフルネス（状態の保持）へのリソース・アプローチ」から、 エンドポイント・リファレン
スはWS-Addressing仕様の一部であることを思い出してください。エンドポイント・リファレンス （あ
るいは短縮してEPR）は、１つのWS-Resourceを一意的に参照することを可能にします。また、
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WS-Resource では、サービスが特定のリソースと対になっていることを思い出してください。われわ
れの最初のクライアントの例では、ERPは サービスのURIだけ（１つしかリソースがなかったので）
を持っていました。この章では、EPRはサービスのURIとリソースの キーを持つことになります。 

クライアントは、ファクトリが返すEPRを使って、インスタンス・サービスを介して、サービスが提
供する操作を呼び出すことができます。 そして、呼び出されたサービスは生成されたばかりのリソー
スを使用して、要求された操作を実行することができます。 

GT4でのWS-Resourceファクトリ・パターンの実装 

このデザイン・パターンをGT4で実装するのはそれほど複雑ではありません。実際には、これは前章
で見た例と非常に類似していて、 主な違いは図 5.2. 「 ファクトリ・サービス、インスタンス・サー
ビス、リソースホーム、リソースの間の関係 」で強調されている2つです。(「図 4.1. サービス、リ
ソース・ホーム、リソースの関係」と比較して みてください。） 

図 5.2. ファクトリ・サービス、インスタンス・サービス、リソースホーム、リソー
スの間の関係 

 

• ファクトリ・サービスとインスタンス・サービス。 複数リソースを扱うためには、２つのサービ
ス、ファクトリ・サービスとインスタンス・サービス、をデプロイする必要があります。 ファク
トリ・サービスは、新しいWS-ResourceへのEPRを返す操作である、createResource 操作を提供し
ます。インスタンス・サービスは前章で取り上げた、add、 subtract、getValueRP操作を提供し

ます。 

• やや込み入ったリソース・ホーム。リソース・ホームはもはや単一リソース を扱うわけではあり
ません。今度のリソース・ホームは、いくつかのリソースを同時に扱うことができなければなりま

せん。１つのリソース・ホームをファクトリ・サービスとインスタンス・サービスとで共有してい

ることに着目してください。 ファクトリ・サービスは新しいリソースを生成するのにリソース・
ホームを利用しますし、 インスタンス・サービスはリソース・ホームを使って、与えられたキー
からリソースを見付け ます。 

このため、この例にでは4つのJavaクラス（それにMathQNamesインターフェイス）を 持つことになり
ます。 

• フ ァ ク ト リ ・ サ ー ビ ス ： 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/factory/impl/MathFactoryService.java 
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• イ ン ス タ ン ス ・ サ ー ビ ス ： 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/factory/impl/MathService.java 

• リ ソ ー ス ： 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/factory/impl/MathResource.java 

• リ ソ ー ス ・ ホ ー ム ： 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/factory/impl/MathResourceHome.java 

実際にコードを見る前に、各クラスがどのように相互関連しているか見て、各クラスの役割を見てい

くのがよいでしょう。 現時点では、デプロイの詳細については心配しないでください。単に２つのサ
ービス（ファクトリとインスタンス）があり、 クライアント・クラスからの呼び出しを受け付け、サ
ービス・クラスがリソース・ホームをアクセスし、リソース・ホームは 多数のオブジェクトにアクセ
スすると思ってください。図 5.3. 「 リソース生成のシーケンス図 」に示してある新 リソースの生
成からはじめましょう。 

図 5.3. リソース生成のシーケンス図 

 

1. クライアントが必要とするのはファクトリ・サービスMathFactoryServiceのURIだけです。 この
URIで、クライアントはcreateResource操作をを呼び出すことができます。 この呼び出しは、生
成されたリソースのキーと供に、インスタンス・サービスのURIを含む エンドポイント・レファ
レンスを返します。 

2. ファクトリ・サービスは新しいリソースを生成しなければなりません。これは、すべてのリソー
スの管理に責任を持つリソース・ホーム を使って行う必要があります。しかし、まずはじめにリ
ソース・ホームの場所がわからなくてはなりません。幸運にも、これは  Globus提供の
ResourceContextと呼ばれるクラスを使うと比較的簡単にできます。 前章ではこのクラスをサー
ビスの単一リソースを取得するのに使いました。このクラスは、サービスのリソース・ホーム へ
の参照を取得するのにも使用できます。 

3. リソース・ホームが取得できれば、新しいリソースの生成を依頼できます。生成メソッドは
ResourceKey 型のオブジェクトを返します。これはクライアントに返すエンドポイント・リファ
レンスを作成するのに必要なリソースの識別子に なります。 

4. リソース・ホームは実際に新しいMathResourceインスタンスの生成を行います。 

5. 次に、リソース・ホームは、新しいMathResourceを内部リソース・リストに追加します。 このリ
ストによって、リソースの識別子を知っていれば、任意のリソースにアクセスすることが可能に

なります。 

createResourceの呼び出しが終了すると、クライアントはWS-Resourceの エンドポイント・リファレ
ンスを持つことになります。以後のすべての呼び出しで、このエンドポイント・リファレンスが 透過
的に渡されます。別の言い方をすると、addあるいは subtractを呼び出す場合、これによって、サー
ビス・クラスはどのリソースが参照されるかを知ることになります。では、add操作を呼び出したとき
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に何が起きるかを詳しく見ましょう。これは、 図 5.4. 「 WS-Resource呼び出しのシーケンス図 」に
示されています。 

図 5.4. WS-Resource呼び出しのシーケンス図 

 

6. クライアントはインスタンス・サービス(MathService)のadd を呼び出します。 

7. しかしadd操作はステートレスです。従って、操作の対象となるリソースを取得する必要がありま

す。リソースの識別子は、呼び出しに含まれるエンドポイント・レファレンスの中にあります。

幸運ことに､ここでも ResourceContextヘルパ・クラスが、すべての厄介な仕事を隠してくれま
す。このヘルパ・クラス はEPRを読み、ここから参照されているリソースを見つけ出してくれま
す。 

8. しかし、内部的にはResourceContextがリソースを見付けるのに ResourceHomeを使用していること
は興味深いことです。 

9. リソースを取得すると､インスタンス・サービスは"Value"、"LastOP"といったリソースのプロパテ
ィ等の状態情報をアクセス できるようになります。 

10. 値の更新が終ったら､この変更をリソース中で確定させなければなりません。（この場合
setValue() を使います。）でなければ状態の情報は記憶されません。 

11. 最後に､リソース中のsetLastOp()メソッドを使って､LastOp リソース・プロパティを"ADDITION"

に設定します。 

少し混乱したとしても気にしないでください。実際のコーディングを始めれば、これらは明確になっ

てくるはずです。 （そういう場合でも、全部の例題をコードしたあとに、この図を再検討するのはよ
いかもしれません。） 

ファクトリ・サービス 

はじめにファクトリ・サービスを実装します。ファクトリ・サービスには、引数なしでエンドポイン

ト・リファレンス返すだけの１つの操作 createResourceがあるだけなので､そのWSDLは非常に簡単
です。 
注意 

ファイルを読むと、引数のない操作createResourceが１つあり、これが エンドポイント・レファレ
ンスを返すことがわかるはずです。もし分からなければ、再度付録A.１の「WSRF の ステートフル
なWebサービスのための WSDL 記述」を読んでみてください。 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions name="FactoryService" 
    targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/FactoryService" 1 
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/FactoryService" 
    xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing" 2 
    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
 
<!--============================================================ 
 
                      T Y P E S 
                       
  ============================================================--> 
<types> 
<xsd:schema 
targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/FactoryService" 
    xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/FactoryService" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
 3 
 <xsd:import 
     namespace="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing"                 
     schemaLocation="../../ws/addressing/WS-Addressing.xsd" /> 
 
 
 <!-- REQUESTS AND RESPONSES --> 
 
 <xsd:element name="createResource"> 
  <xsd:complexType/> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="createResourceResponse"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="wsa:EndpointReference"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
         
</xsd:schema> 
</types> 
 
 
<!--============================================================ 
 
                       M E S S A G E S 
                       
  ============================================================--> 
<message name="CreateResourceRequest"> 
 <part name="request" element="tns:createResource"/> 
</message> 
<message name="CreateResourceResponse"> 
 <part name="response" element="tns:createResourceResponse"/> 
</message> 
 
 
 
<!--============================================================ 
 
                       P O R T T Y P E 
                       
  ============================================================--> 
4 
<portType name="FactoryPortType"> 
 
 <operation name="createResource"> 
  <input message="tns:CreateResourceRequest"/> 
  <output message="tns:CreateResourceResponse"/> 
 </operation> 
 
</portType> 
 
</definitions> 

 

注意 

ファイルは $EXAMPLES_DIR/schema/FactoryService/Factory.wsdl. です。 
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1 フ ァ ク ト リ ・ サ ー ビ ス の 目 標 名 前 空 間 は 
http://www.globus.org/namespaces/examples/core/FactoryServiceです。 

2 サービスのcreateResource操作はエンドポイント・リファレンスを返します。この このエンド
ポイント・リファレンスというのはWS-Addressing仕様の一部として含まれる構造体です。 
WS-Addressing名前空間を宣言する必要があります。 

3 またエンドポイント・リファレンス構造体(wsa:EndpointReference)の定義を含む WS-Addressing
スキーマ・ファイルをインポートすることも必要です。 

4 portType FactoryPortTypeには１つの操作createResource があります。 

新しいインターフェイスを追加したので、Javaパッケージに新しいWSDL名前空間をマップする必要が
あります(第３章 3.1.3「名前空間のマッピング」に記述があります)。 
 
http¥://www.globus.org/namespaces/examples/core/FactoryService= 
                                     org.globus.examples.stubs.Factory 
http¥://www.globus.org/namespaces/examples/core/FactoryService/bindings= 
                                     org.globus.examples.stubs.Factory.bindings 
http¥://www.globus.org/namespaces/examples/core/FactoryService/service= 
                                     org.globus.examples.stubs.Factory.service 

 

注意 

この3行は$EXAMPLES_DIR/namespace2package.propertiesになければ なりません。 

ここで、ファクトリ・サービスのJavaによる実装を書かなければなりません。これは、createResource
メソッド1つだけを持つ、１つのJavaクラスとなります： 
 
public class MathFactoryService { 
 
 /* Implementation of createResource Operation */ 
 public CreateResourceResponse createResource(CreateResource request) 
   throws RemoteException { 
 
 } 
} 

注意 

こ れ は 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/factory/impl/MathFactoryService.java. の
一部です。 

このメソッドは、3つのステップに分かれています。 

1. リソース・ホームの取得 

2. リソース・ホームをつかって新しいリソースを生成 

3. クライアントに返すためのエンドポイント・リファレンスの作成。このEPRはインスタンス・サ
ービスのURIと新しいリソースの キーを含んでいなければなりません。 

以下の小さなコードは、ステップ１と２を行います: 

 
ResourceContext ctx = null; 
MathResourceHome home = null; 
ResourceKey key = null; 
try { 
 ctx = ResourceContext.getResourceContext(); 
 home = (MathResourceHome) ctx.getResourceHome(); 
 key = home.create(); 
} catch (Exception e) { 
 throw new RemoteException("", e); 
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} 

 

リソース・ホームの取得に成功した場合は、key変数はリソースの識別子を含んでいます。これをエン

ドポイント・レファレンスの作成に使用ます。 

 
EndpointReferenceType epr = null; 
 
try { 
 URL baseURL = ServiceHost.getBaseURL(); 
 String instanceService = (String) MessageContext 
   .getCurrentContext().getService().getOption("instance"); 
 String instanceURI = baseURL.toString() + instanceService; 
 // The endpoint reference includes the instance's URI and the resource key 
 epr = AddressingUtils.createEndpointReference(instanceURI, key); 
} catch (Exception e) { 
 throw new RemoteException("", e); 
} 

 

イ ン ス タ ン ス ・ サ ー ビ ス の URI(instanceURI) と リ ソ ー ス の 識 別 子 か ら 、 新 し い
（EndpointReferenceType型の)エンドポイント・レファレンスを作っていることに注意 してください。
あとは、EPRをCreateResourceResponseオブジェクトに 格納して、それを返すだけです。 

 
CreateResourceResponse response = new CreateResourceResponse(); 
response.setEndpointReference(epr); 
return response; 

 

注意 

「第３章 3.2：ステップ2: Java でサービスを実装する」のインフォメーション・ボックス「ドキュメ
ントリテラル・バインディングがパラメータにどのように影響するか」に書いたように、（エンドポ

イント・リファレンスのような） 複合型を返す場合にはスタブ・クラスにボックス化されていなけれ
ばならないことを思い出してください。 
注意 

今が図 5.3. 「 リソース生成のシーケンス図 」を再読するよい機会です。 

インスタンス・サービス 

インスタンス・サービスの実装は、前章で作成したWSDLファイルと、事実上すべてのJava実装を再利
用できるので、とても 簡単です。（リソース・クラスに対する若干の変更が必要です。） 
注意 

イ ン ス タ ン ス ・ サ ー ビ ス の 実 装 は 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/factory/impl/MathService.java. です。 

ここでちょっと立ち止まってみましょう。我々自身に問いかけるよい機会です。正確にはなぜサービ

スとリソースに対するWSDLファイルと Java実装をそのまま再利用できるのでしょうか？この章でや
ろうとしていることが、ある意味単一リソースを扱う サービスの一般化であることを考慮してくださ
い。前章で、我々は一つの （あるいは単一)リソースに対して作用するadd、 subtract、 および 
getValueRP操作に興味を持っていました。 複数のリソースに作用する事は、基本的には、リソースに
アクセスするサービスの実装には 影響せず、アプリケーション内のリソースを管理する部分にのみ影
響するはずです。 我々はすでにファクトリ・サービスを追加しており、この後すぐ見るように、リソ
ース・ホームを修正しなければなりません。 しかし、インスタンス・サービスは、それが一つのリソ
ースだけにアクセスするのか、何百万ものリソースにアクセス するのかということには関係ないので、
影響を受けません。 

日本語版：グリッド協議会



 複数リソース  

 71  

しかし、これはインスタンス・サービスの背後でより多くのことが行われるわけではないという意味

ではありません。 たとえば､add操作の中で： 
 
public AddResponse add(int a) throws RemoteException { 
 MathResource mathResource = getResource(); 
 mathResource.setValue(mathResource.getValue() + a); 
 mathResource.setLastOp("ADDITION"); 
 
 return new AddResponse(); 
} 

 

getResourceを呼び出しており、これは前章と同様に実装されています。 

 
private MathResource getResource() throws RemoteException { 
 Object resource = null; 
 try { 
  resource = ResourceContext.getResourceContext().getResource(); 
 } catch (Exception e) { 
  throw new RemoteException("", e); 
 } 
   
 MathResource mathResource = (MathResource) resource; 
 return mathResource; 
} 

 

しかし､Globus提供のResourceContextは単に単一インスタンスリソースを探すだけではありません。 
ResourceContextはaddを呼び出すのに使用された エンドポイント・レファレンスの中身を見て､リソ
ース・キーを抽出し、リソース・ホームを介して対応するリソースを探し出します。 単にURIを使う
代わりにエンドポイント・リファレンスを使用する利点は、サービスにリソース・キーを 透過的に渡
すことができ､たとえばadd(int a, int resourceID) などとする代わりに、add(int a)とより簡単に

メソッドを宣言できることです。 
注意 

ここは図 5.4. 「 WS-Resource呼び出しのシーケンス図 」を見直す良い機会です。 

リソース 

リソースの実装には最低限の変更しか必要ありません。個々のリソースは、それを識別するための一

意的なキーを持っている ことを思い出してください。ResourceIdentifierインターフェイスを実装して、
このことを リソースに反映させなければなりません： 
 
public class MathResource implements Resource, ResourceIdentifier, 
  ResourceProperties { 
   
} 

 

このインターフェイスはリソースの識別子を返すgetIDメソッドを実装するよう要求します。 識別子
はObject型であることに注意してください。別の言い方をすれば､一意的な識別子の型には任意の型を

選ぶことができるのです。一般にはキーの型としてInteger型を用いますが。後で見ますが、JNDIデ
プロイファイルの中でこのリソース識別子の型を指定する必要があります。 

 
/* Resource key. This uniquely identifies this resource. */ 
private Object key; 
 
/* Required by interface ResourceIdentifier */ 
public Object getID() { 
 return this.key; 
} 
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リソース識別子の初期化は、リソース・クラスのinitializeメソッドで行われます。 最も簡単なキー
はリソースのhashCodeです。（Javaではすべてのオブジェクトは hashCodeメソッドを呼び出して得ら
れる１つの識別子を持っています）。initializeメソッドがリソースの識別子を返すようになってい

ることに注目して下さい。 

 
/* Initializes RPs and returns a unique identifier for this resource */ 
public Object initialize() throws Exception { 
 this.key = new Integer(hashCode()); 
 
 // Initialize the resource properties 
  
 return key; 
} 

 

注意 

これは $EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/factory/impl/MathResource.java. の
一部です。 
警告 

オブジェクトのhashCodeは一意性を保障していません。このチュートリアルに含まれているような 簡
単な例では、このことは問題になりません。しかし、より複雑なサービス、特にサービスが永続性の

あるリソースを 扱う場合、これらを一意的な識別子で置きかえることが望まれます。たとえば、Apache 
Axisに含まれる UUIDGenクラスを利用することができます。 

リソース・ホーム 

リソース・ホームには変更を加えなければなりません。しかし前章の場合と同様に使用するリソース・

クラスがGlobus提供のクラスを拡張 したものなので、比較的簡単です。前章では、単一リソースのた
めのリソース・ホームに必要な 大部分の機能を提供する、Globusu提供のSingletonResourceHomeを拡

張して使いました。 この章では、Globusが提供している別のクラスで複数リソースの管理が可能なリ
ソース・ホームであるResourceHomeImpl 拡張します。 

実装しなければならないメソッドはcreateメソッドだけです。このメソッドで新しいリソースを 生成
し、その識別子を返します。リソース・ホームの他のすべてのメソッド（与えられたのキーを持つリ

ソースを見付けるための findメソッドなど）はResourceHomeImplの中ですでに実装済です。 

 
package org.globus.examples.services.core.factory.impl; 
 
import org.globus.wsrf.ResourceKey; 
import org.globus.wsrf.impl.ResourceHomeImpl; 
import org.globus.wsrf.impl.SimpleResourceKey; 
 
public class MathResourceHome extends ResourceHomeImpl { 
 
 public ResourceKey create() throws Exception { 
  // Create a resource and initialize it 
  MathResource mathResource = (MathResource) createNewInstance(); 1 
  mathResource.initialize(); 2 
  // Get key 
  ResourceKey key = new SimpleResourceKey(keyTypeName, mathResource 
    .getID()); 3 
  // Add the resource to the list of resources in this home 
  add(key, mathResource); 4 
  return key; 5 
 } 
 
} 
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注意 

フ ァ イ ル は 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/factory/impl/MathResourceHome.java. です。 

1 リソースの新しいインスタンスを生成します。これはnewを使ってではなく、 プライベート・メ
ソッドのcreateNewInstanceを使って行わなければならないことに注意してください。 また、
createNewInstanceはResourceオブジェクトを返すので、 ここで使用するMathResourceType型に

変換しなければなりません。 
2 リソースを初期化します。 
3 以前実装した getIDメソッドを使ってリソース識別子を取得し、それをつかって 

SimpleResourceKeyオブジェクトを生成します。 SimpleResourceKeyを作成する際に用いられて
いる、keyTypeName はキーの型を含むResourceHomeImplのプロテクテッド属性です。 

4 新たに作成したリソースとそのキーを、リソース・ホームの内部リソース・リストに追加します。

add はResourceHomeImplのプロテクテッドメソッドです。 
5 最後にリソースのキーを返します。 

注意 

今が図 5.3. 「 リソース生成のシーケンス図 」を再検討するもう一つのよい機会です。 
リソース・ホームについてもう少し見ておくこと・・・ 

上記リソース・ホームは、前章で見たものと同様､リソースの最も単純なケースである､ メモリ内リソ
ース、あるいはコンテナーが稼動しているあいだ，メイン・メモリに常駐しているリソースを 扱いま
す。しかし､リソース・ホームは永続的リソース、すなわちコンテナが再起動されても 存続可能なリ
ソースを管理することもできます。これを行うためには､リソースはPersistenceCallback インター
フェイスを実装しなければなりません。より詳しい情報はGlobusの公式ドキュメントにあります。 

リソース・ホームにできるもう一つのことは､addとremoveメソッドを置き換えて、リソースを追加し

たり、リソース・ホームから削除するときに行うべきことを制御することです。 たとえば､ログの書
き出しを行ったり、リソースをインデックス・サービスに登録するといったことができます。 

ビルドとデプロイ 

デプロイ記述子 

ファクトリ・サービスとインスタンス・サービスの２つのサービスがあることをWSDDファイルに反
映させなければなりません。 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<deployment name="defaultServerConfig"  
    xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"  
    xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java"  
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
    1 
    <!-- Instance service --> 
    <service name="examples/core/factory/MathService" provider="Handler" use="literal" 
style="document"> 
        <parameter name="className" 
value="org.globus.examples.services.core.factory.impl.MathService"/> 
        <wsdlFile>share/schema/examples/MathService_instance/Math_service.wsdl</wsdlFile> 
        <parameter name="allowedMethods" value="*"/> 
        <parameter name="handlerClass" value="org.globus.axis.providers.RPCProvider"/> 
        <parameter name="scope" value="Application"/> 
        <parameter name="providers" value="GetRPProvider"/> 
    </service> 
 
    2 
    <!-- Factory service --> 
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    <service name="examples/core/factory/MathFactoryService" provider="Handler" 
use="literal" style="document"> 
        <parameter name="className" 
value="org.globus.examples.services.core.factory.impl.MathFactoryService"/> 
        <wsdlFile>share/schema/examples/FactoryService/Factory_service.wsdl</wsdlFile> 
        <parameter name="allowedMethods" value="*"/> 
        <parameter name="handlerClass" value="org.globus.axis.providers.RPCProvider"/> 
        <parameter name="scope" value="Application"/> 
        <parameter name="instance" value="examples/core/factory/MathService"/> 3 
    </service> 
 
</deployment> 

 

注意 

ファイルは $EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/factory/deploy-server.wsdd. で
す。 

1 インスタンス・サービスの引数は前章で使用したものと同じです。 
2 ファクトリのデプロイパラメータはかなり簡単です。単にファクトリ・サービスのクラス

(MathFactoryService)と WSDLファイルを指定します。 
3 唯一の新しいパラメータはinstanceパラメータです。これにはインスタンス・サービスの 名前を
セットしなければなりません。 (as written in its <service> tag) 

JNDIデプロイファイル 

前章で､このファイルが各サービスでどのリソース・ホームが使われるべきかを指定することを知りま

した。ただ１つのリソースを 管理する場合、このファイルは非常に簡単でした。しかし、複数のリソ
ースを管理するためには、より多くのパラメータを 指定する必要があります。さらに､ここではJNDI
デプロイファイルに２つの<service>タグを含めなければなりません。（１つはインスタンス・サービ

ス、もう１つはファクトリ・サービス用です。） 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<jndiConfig xmlns="http://wsrf.globus.org/jndi/config"> 
 
<!-- Instance service --> 
<service name="examples/core/factory/MathService"> 
 <resource name="home" 
type="org.globus.examples.services.core.factory.impl.MathResourceHome"> 1 
 <resourceParams> 
 
  2 
  <parameter> 
   <name>resourceClass</name> 
   <value>org.globus.examples.services.core.factory.impl.MathResource</value> 
  </parameter> 
 
  3 
  <parameter> 
   <name>resourceKeyType</name> 
   <value>java.lang.Integer</value> 
  </parameter> 
 
  4 
  <parameter> 
   <name>resourceKeyName</name> 
   
<value>{http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance}MathResource
Key</value> 
  </parameter> 
 
  5 
  <parameter> 
   <name>factory</name> 
   <value>org.globus.wsrf.jndi.BeanFactory</value> 
  </parameter> 
 
 </resourceParams> 
 </resource> 
</service> 

日本語版：グリッド協議会



 複数リソース  

 75  

 
<!-- Factory service --> 
<service name="examples/core/factory/MathFactoryService"> 
 6 
 <resourceLink name="home" 
target="java:comp/env/services/examples/core/factory/MathService/home"/> 
</service> 
 
</jndiConfig> 

 

注意 

フ ァ イ ル は 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/factory/deploy-jndi-config.xml. です。 

1 インスタンス・サービスでどのリソース・ホームを使うかを指定するために<resource> タグを
使います。 

2 resourceClassパラメータはリソースの型を指定します。 
3 resourceKeyTypeパラメータの中に置く値はキーを作成するときに実装で使われる型と 一致し
なければなりません。リソースのハッシュ・コードを使ったことを思い出してください。ハッシ

ュコードの型はjava.lang.Integer 型です。したがって､JNDIの構成にこの型を含めなければな
りません。 

4 resourceKeyNameパラメータは有修飾名前なければなりません。WSDLファイルで 示したものと
は別の名前を使用していることに注意してください。これは問題ありません。実際､任意のQName
を 使用することができます。しかし､わかりやすくするためには、サービスと同じ名前空間に属
するQNameを選ぶべきです。 

5 前章で述べたように、これはすべてのJNDIデプロイファイルに共通のパラメータです。このパラ
メータはfactory という名前ですが､この章で扱っているファクトリ/インスタンス・パターンと
は関係ないことに注意してください。これは､ Globusコードの中のまったく異なったファクトリ
を参照しています。 

6 ファクトリ・サービスは、インスタンス・サービスと同じリソース・ホームを使用します。 し
たがって､インスタンス・サービスのすべてのパラメータを、すべて繰り返す必要はありません。

前に指定したリソース・ホーム にリンクするために<resourceLink>タグを使えばいいのです。

その際に特別なパスを使わなければならない事に注意してください。 

ビルドとデプロイ 

いよいよビルドとデプロイの準備ができました。 
 
./globus-build-service.sh factory 

 
 
globus-deploy-gar $EXAMPLES_DIR/org_globus_examples_services_wsrf_core_factory.gar 

 

簡単なクライアント 

サービスを試すために､簡単なクライアントから始めます。このクライアントは、新しいリソースを作

成し､これにいくつかの 操作をします。このクライアントはコマンド・ラインからただ１つの引数を
とります。ファクトリ・サービスのURIです。 
 
package org.globus.examples.clients.FactoryService_Math; 
 
import org.apache.axis.message.addressing.Address; 
import org.apache.axis.message.addressing.EndpointReferenceType; 
 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.GetValueRP; 
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import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.MathPortType; 
import 
org.globus.examples.stubs.MathService_instance.service.MathServiceAddressingLocator; 
import org.globus.examples.stubs.Factory.service.FactoryServiceAddressingLocator; 
import org.globus.examples.stubs.Factory.FactoryPortType; 
import org.globus.examples.stubs.Factory.CreateResource; 
import org.globus.examples.stubs.Factory.CreateResourceResponse; 
 
/* This client creates a new MathService instance through a FactoryService. This client 
 * expects one parameter: the factory URI. 
 */ 
public class Client { 
 
 public static void main(String[] args) { 
  FactoryServiceAddressingLocator factoryLocator = new FactoryServiceAddressingLocator(); 
  MathServiceAddressingLocator instanceLocator = new MathServiceAddressingLocator(); 
 
  try { 
   String factoryURI = args[0]; 
   EndpointReferenceType factoryEPR, instanceEPR; 
   FactoryPortType mathFactory; 
   MathPortType math; 
 
   1 
   factoryEPR = new EndpointReferenceType(); 
   factoryEPR.setAddress(new Address(factoryURI)); 
   mathFactory = factoryLocator.getFactoryPortTypePort(factoryEPR); 
 
   2 
   CreateResourceResponse createResponse = mathFactory 
     .createResource(new CreateResource()); 
   instanceEPR = createResponse.getEndpointReference(); 
 
   3 
   math = instanceLocator.getMathPortTypePort(instanceEPR); 
 
   System.out.println("Created instance."); 
 
   4 
   // Perform an addition 
   math.add(10); 
 
   // Perform another addition 
   math.add(5); 
 
   // Access value 
   System.out 
     .println("Current value:" + math.getValueRP(new GetValueRP())); 
 
   // Perform a subtraction 
   math.subtract(5); 
 
   // Access value 
   System.out 
     .println("Current value:" + math.getValueRP(new GetValueRP())); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
} 

 

注意 

ファイルは  $EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/clients/FactoryService_Math/Client.java. で
す。 

1 ファクトリのportTypeへの参照を取得します。これを行うには、ファクトリのURIだけが必要なこ
とに注意してください。 

2 ファクトリのportTypeを取得したら、これをcreateResource操作の呼び出しに使います。 この操
作はエンドポイント・リファレンスをCreateResourceResponseオブジェクトに入れて 返します。
このエンドポイント・レファレンスには、インスタンス・サービスのURIとと新しいリソースの 識
別子が入っています。次のクライアントの中ではこのエンドポイント・リファレンスの中身を見

ます。 
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3 インスタンスEPRを使って、インスタンス・サービス中のMathPortTypeへの参照を取得します。 
4 MathPortTypeを使ってadd、 subtract、 あるいは getValueRPを呼び出します。 

クライアントをコンパイルして実行します 
 
javac ¥ 
-classpath ./build/stubs/classes/:$CLASSPATH ¥ 
org/globus/examples/clients/FactoryService_Math/Client.java 

 
 
java ¥ 
-classpath ./build/stubs/classes/:$CLASSPATH ¥ 
org.globus.examples.clients.FactoryService_Math.Client ¥ 
http://127.0.0.1:8080/wsrf/services/examples/core/factory/MathFactoryService 

 

すべてがうまく行けば、以下のようになります： 
 
Created instance. 
Current value:15 
Current value:10 

 

再度実行すると、前とまったく同じ結果が得られます。これはクライアントが実行されるたびに毎回

新しいリソースが作成される ためです。 
 
Created instance. 
Current value:15 
Current value:10 

 

少しだけ単純ではないクライアント 

ここで前回作成したクライアントを二つのアプリケーションに分割します。１つはリソースの作成を

担当し、 もう１つはインスタンス・サービスのadd操作を呼び出します。最初のクライアントは新し

い リソースのエンドポイント・リファレンスをファイルに書き出します。このファイルは後に２番目
のクライアントが読み込みます。 

生成用クライアント 

最初のクライアントはコマンド行に少なくとも１つの引数があることを期待しています。それは、フ

ァクトリ・サービスのURIです。 また2番目の引数としてEPRを書き出すファイルの名前を指定するこ
ともできます。もし指定されなければEPRは epr.txtという名前のファイルに保存されます。 
 
package org.globus.examples.clients.FactoryService_Math; 
 
import java.io.BufferedWriter; 
import java.io.FileWriter; 
 
import org.apache.axis.message.addressing.Address; 
import org.apache.axis.message.addressing.EndpointReferenceType; 
import org.globus.examples.services.core.factory.impl.MathQNames; 
 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.MathPortType; 
import 
org.globus.examples.stubs.MathService_instance.service.MathServiceAddressingLocator; 
import org.globus.examples.stubs.Factory.service.FactoryServiceAddressingLocator; 
import org.globus.examples.stubs.Factory.FactoryPortType; 
import org.globus.examples.stubs.Factory.CreateResource; 
import org.globus.examples.stubs.Factory.CreateResourceResponse; 
import org.globus.wsrf.encoding.ObjectSerializer; 
 
public class ClientCreate { 
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 static final String EPR_FILENAME = "epr.txt"; 
 
 public static void main(String[] args) { 
  FactoryServiceAddressingLocator factoryLocator = new FactoryServiceAddressingLocator(); 
  MathServiceAddressingLocator instanceLocator = new MathServiceAddressingLocator(); 
 
  try { 
   String factoryURI = args[0]; 
   String eprFilename; 
    
   if(args.length==2) 
    eprFilename=args[1]; 
   else 
    eprFilename=EPR_FILENAME; 
    
   EndpointReferenceType factoryEPR, instanceEPR; 
   FactoryPortType mathFactory; 
   MathPortType math; 
    
   1 
   factoryEPR = new EndpointReferenceType(); 
   factoryEPR.setAddress(new Address(factoryURI)); 
   mathFactory = factoryLocator.getFactoryPortTypePort(factoryEPR); 
 
   CreateResourceResponse createResponse = mathFactory 
     .createResource(new CreateResource()); 
   instanceEPR = createResponse.getEndpointReference(); 
 
   2 
   String endpointString = ObjectSerializer.toString(instanceEPR, 
     MathQNames.RESOURCE_REFERENCE); 
   FileWriter fileWriter = new FileWriter(eprFilename); 
   BufferedWriter bfWriter = new BufferedWriter(fileWriter); 
   bfWriter.write(endpointString); 
   bfWriter.close(); 
   System.out.println("Endpoint reference written to file " 
     + eprFilename); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
} 

 

注意 

フ ァ イ ル は 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/clients/FactoryService_Math/ClientCreate.java. です。 

1 前のクライアントと同様、ファクトリのportTypeへの参照を取得し、それをcreateResource 操作
の呼び出しに使用します。createResource操作は新しいリソースへのエンドポイント・リファレ

ンス を返します。 
2 この一連のコードはエンドポイント・リファレンスをファイルに書き出します。これにはGlobus
提供で､EPRのXML表現を 作成するObjectSerializerクラスを使用します。XMLファイルのル
ート要素のQName を指定する必要があることに注意してください。どのような名前を使用して
もかまいませんが､わかりやすくするためには、 サービスの名前空間中のQNameを使用するのが
最適です。MathQNamesインターフェイスで宣言されているQNameは： 
 
public static final QName RESOURCE_REFERENCE = new QName(NS, 
  "MathResourceReference"); 

 

クライアントをコンパイルします。 
 
javac ¥ 
-classpath ./build/stubs/classes/:$CLASSPATH ¥ 
org/globus/examples/clients/FactoryService_Math/ClientCreate.java 
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java ¥ 
-classpath ./build/stubs/classes/:$CLASSPATH ¥ 
org.globus.examples.clients.FactoryService_Math.ClientCreate ¥ 
http://127.0.0.1:8080/wsrf/services/examples/core/factory/MathFactoryService 

 

すべてがうまく行けば､以下のようになります： 
 
Endpoint reference written to file epr.txt 

 

epr.txtファイルの中を見ましょう： 

 
<ns1:MathResourceReference xsi:type="ns2:EndpointReferenceType" 
    xmlns:ns1="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
    xmlns:ns2="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing"> 
  
    <ns2:Address xsi:type="ns2:AttributedURI"> 
    http://127.0.0.1:8080/wsrf/services/examples/core/factory/MathService 
    </ns2:Address> 
  
    <ns2:ReferenceProperties xsi:type="ns2:ReferencePropertiesType"> 
        <ns1:MathResourceKey>24156236</ns1:MathResourceKey> 
    </ns2:ReferenceProperties> 
     
    <ns2:ReferenceParameters xsi:type="ns2:ReferenceParametersType"/> 
 
</ns1:MathResourceReference> 

 

エンドポイント・リファレンスの中にインスタンス・サービスのURIとリソースのキーが入っている
ことに注意してください。 また、あなたのリソースの中のキーは、ほぼ間違いなく、これとは異なっ
たものになることに注意してください。 

加算クライアント 

このクライアントは、コマンド行から２つの引数を取ります。最初の引数はサービスのURIであるか、
エンドポイント・レファレンス を含むファイルの名前です。このクライアントは、次章で示すように、
単一リソース・サービスの呼び出しにも使うため､ このように２種類の引数を取れるようになってい
ます。（単一リソース・サービスでは、リソースのキーは不要で、サービスの URIだけが必要です。
２番目の引数は、加算したい値です。 

 
package org.globus.examples.clients.MathService_instance; 
 
import java.io.FileInputStream; 
 
import org.apache.axis.message.addressing.Address; 
import org.apache.axis.message.addressing.EndpointReferenceType; 
 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.GetValueRP; 
import org.globus.examples.stubs.MathService_instance.MathPortType; 
import 
org.globus.examples.stubs.MathService_instance.service.MathServiceAddressingLocator; 
import org.globus.wsrf.encoding.ObjectDeserializer; 
import org.xml.sax.InputSource; 
 
public class ClientAdd { 
 
 public static void main(String[] args) { 
  MathServiceAddressingLocator instanceLocator = new MathServiceAddressingLocator(); 
 
  try { 
   int value = Integer.parseInt(args[1]); 
   EndpointReferenceType instanceEPR; 
 
   if (args[0].startsWith("http")) { 
    1 
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    // First argument contains a URI 
    String serviceURI = args[0]; 
    // Create endpoint reference to service 
    instanceEPR = new EndpointReferenceType(); 
    instanceEPR.setAddress(new Address(serviceURI)); 
   } else { 
    2 
    // First argument contains an EPR file name 
    String eprFile = args[0]; 
    // Get endpoint reference of WS-Resource from file 
    FileInputStream fis = new FileInputStream(eprFile); 
    instanceEPR = (EndpointReferenceType) ObjectDeserializer 
      .deserialize(new InputSource(fis), 
        EndpointReferenceType.class); 
    fis.close(); 
   } 
 
   3 
   // Get PortType 
   MathPortType math = instanceLocator 
     .getMathPortTypePort(instanceEPR); 
 
   // Perform addition 
   math.add(value); 
 
   // Access value 
   System.out 
     .println("Current value: " + math.getValueRP(new GetValueRP())); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 

 

注意 

ファイルは $EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/clients/MathService_instance/ClientAdd.java. 
です。 

1 ユーザがURIを指定した場合には､単に新しいEndpointReferenceTypeオブジェクトを 作成して
インスタンスのEPRとし、そのURIをパラメータとして設定します。 

2 ユーザがファイルを指定した場合には、XMLファイルをGlobus提供のObjectDeserializer クラ
スを使って読み込み、それをもとにインスタンスのEPRを作成します。 

3 最後に､インスタンスEPRを使ってMathPortTypeへの参照を取得します。その後、 このportType
を使って、クライアントの２番目のパラメータで指定された値とともに、add操作を 呼び出しま
す。 

クライアントのコンパイルと実行を行います。 
 
javac ¥ 
-classpath ./build/stubs/classes/:$CLASSPATH ¥ 
org/globus/examples/clients/MathService_instance/ClientAdd.java 

 
 
java ¥ 
-classpath ./build/stubs/classes/:$CLASSPATH ¥ 
org.globus.examples.clients.MathService_instance.ClientAdd ¥ 
epr.txt ¥ 
10 

 

すべてがうま行くと、以下のようになるはずです： 
 

Current value: 10加算用クライアントを同じEPRファイルを使って何度か呼び出すと､保持されてい
るリソースの値がどんどん増えていくのを 見ることができます。 
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Current value: 20 

 
 
Current value: 30 
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第6章 Resource Properties 

前の章では、サービスの中の状態に関する情報がリソースの中に、より具体的には resource properties
に保存されるのを見てきました。しかしながら、resource propertiesとのインタラクションは非常に限
られたものでした。サービスは、それらの値を変えることが可能でしたが、GetValueRP操作によって

アクセスできるのは、ただ一つの特定のresource property (Value)のみでした。この章では、resource 
propertiesの扱いを可能とする幾つかの手段を見ていきます。 

resource propertiesをより詳しく見る 

はじめる前に、我々のサービスの内部で、resource propertiesがどのように表現され、扱われるのか、
詳しく見ておく必要があります。初めに、これまで見てきた全ての例において、resource propertiesが
どのように宣言されているか、思い出しておきましょう。 
 
<types> 
<xsd:schema 
targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
     
 
 <!-- REQUESTS AND RESPONSES --> 
  
 <!-- ... --> 
 
 
 
 <!-- RESOURCE PROPERTIES --> 
 
 <xsd:element name="Value" type="xsd:int"/> 
 <xsd:element name="LastOp" type="xsd:string"/> 
 
 <xsd:element name="MathResourceProperties"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="tns:Value" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xsd:element ref="tns:LastOp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
         
</xsd:schema> 
</types> 

 

XMLスキーマを使って、Value 要素と LastOp 要素を含む MathResourceProperties 要素が宣言使わ
れていることに注意してください。Value 要素の方は、整数 (xsd:int)を含むように宣言されていま
す。LastOp 要素は文字列 (xsd:string)です。 

前の例では、このことを単純に「我々のサービスには２つのresource propertiesが存在 ― 整数型の 
Value と、文字列型の LastOp ― する」 ことを意味する、と解釈しました。われわれのJavaによる
resourceの実装では、このことは単に、リソースクラスがそれぞれのresource propertiesを表す属性を持
ち、特別なGlobusのクラス (ReflectionResourceProperty と  ResourcePropertySet) を resource 
propertiesを管理するために用いたことを意味しました。 

しかしながら、我々のresource propertiesがXMLスキーマで宣言され ― それも特定の方法で ― てい
る理由は、それらは内部的に異なる方法で実装可能でありながら(GT4だけではなく, 他のWSRF実装
においても), かつ、他のエンティティ（クライアント、他のサービスなど）とXMLドキュメントとし
て交換されなければ ならない からです。このXML表現が、resource property ドキュメント と呼ばれ
るものです。 例えば以下は、我々のサービスのRPドキュメントがある時点でどのように見えるかを
示したものです: 
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<MathResourceProperties 
xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance"> 
 <tns:Value>50</tns:Value> 
 <tns:LastOp>ADDITION</tns:LastOp> 
</MathResourceProperties> 

 

この表現に慣れておくことは重要です。なぜなら、resource propertiesに関係する多くの操作は、その
操作がどのようにRPドキュメントを変更するか、という観点から説明したほうがいいからです。例と
して、我々のresource propertiesが以下のように宣言されているとしましょう。 
 
<!-- RESOURCE PROPERTIES --> 
 
<xsd:element name="Value" type="xsd:int"/> 
<xsd:element name="LastOp" type="xsd:string"/> 
 
<xsd:element name="MathResourceProperties"> 
<xsd:complexType> 
 <xsd:sequence> 
  <xsd:element ref="tns:Value" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
  <xsd:element ref="tns:LastOp" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 
 </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 

 

我々がValue と LastOp が少なくとも一度、そしてその他の制限なし(unbounded)に現れることを許可
していることに注意して下さい。内部的には、これは整数の配列と文字列の配列として実装されるで

しょう。ある時点のRP ドキュメントはこのようになるでしょう: 
 
<MathResourceProperties 
xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance"> 
 <tns:Value>10</tns:Value> 
 <tns:Value>30</tns:Value> 
 <tns:Value>50</tns:Value> 
 <tns:Value>40</tns:Value> 
 <tns:LastOp>ADDITION</tns:LastOp> 
 <tns:LastOp>ADDITION</tns:LastOp> 
 <tns:LastOp>ADDITION</tns:LastOp> 
 <tns:LastOp>SUBTRACTION</tns:LastOp> 
</MathResourceProperties> 

 

後で、たとえば「新しいresource property LastOp に値ADDITIONを挿入」することについてお話します。

これは、新しいRPを宣言している わけではなく、むしろ、新しいLastOp 要素をresource property ド
キュメントの中に挿入していることを意味します。繰り返しますが、resource propertiesがXMLでどの
ように表現されるかに注意を払っておくことは有用です。 

標準インターフェイス 

WSRF全体の仕様 ― WS-ResourceProperties ― は、専らRP、RPドキュメント、及びサービスのRPとイ
ンタラクトを取るのに使われる一連の標準的なportTypeにかかわるものです。これら４つのportTypeは、
それぞれ一つの操作を、portTypeと同じ名前で公開します。この章の例では、これらのportTypeを全て
使います。 

GetResourceProperty 

このportTypeによって、QNameが与えられたresource propertyの値にアクセスすることが出来ます。こ
のportTypeが、各RPそれぞれに対する個別の get operationなしに、RPにアクセスする一般的な方法を
提供します。(前の章で、 GetValueRP operationを Value resource propertyへのアクセスに使用したこと
を思い出して下さい). 

GetMultipleResourceProperties 
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このportTypeによって複数のresource propertyの値に一度にアクセスすることが可能になります。この
オペレーションにはそれぞれのQNamesを与えます。 

SetResourceProperties 

このportTypeによって、サービスのRPに対し、一つ、または多くの変更をリクエストすることができ
ます。具体的には、以下の操作を実行することができます: 

• 更新: RPの値を、新しいものに変更します。 

• 追加: 与えられた値を持つ、新しいRPを追加します。 

• 削除: 特定のRPのをすべて削除します。 

繰り返しますが、 SetResourceProperties portType には、一つのoperationgしかない（3つの分離され
たものではなく）ことに注意してください。 どのアクション(更新, 追加, 又は削除)を行いたいのか
を特定するには、 SetResourceProperties のパラメータを用います。 

QueryResourceProperties 

このportTypeによって、RP ドキュメントに対して複雑なクエリーを行うことができます。現時点では、
クエリー言語としてXPathが用いられています。 

resource propertyに正しい方法でアクセスする 

それでは、全てのWS-ResourceProperty portTypeを公開する新しいサービスを作成してデプロイしまし
ょう。クライアント・アプリケーションの方は、これらのportTypeのいくつかを呼び出します。話を
簡単にするため、このサービスは「第３章 5つのステップで初めてのステートフルなWebサービスを
書く」 (実装を一つのクラスに制限するため、ServiceResourceHome を用いたもの)で示された例に基
づいています。 しかしながら、この章で示される手順は、前の２つの章で見てきた他の２つの実装形
式(singleton resource homes, 及び factory/instance services)にも同様に有効です。 

WSDL ファイル 

前の章までは、オリジナルのWSDLファイルを再利用することが常に可能でした。実装の詳細をだけ
を変更していたため（例えば、singleton resource homeからfactory/serviceアプローチへの実装変更）で
す。しかし、この章では、新しいWSDLファイルを 本当に つかわなければなりません。なぜなら、
新しいportTypeから拡張を行うためです（サービスのインターフェイスを変更しなければなりません）。
ですが、変更は最小限です: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions name="MathService" 
    
targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_rp" 
1 
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    
xmlns:wsrp="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft
-01.xsd" 
    
xmlns:wsrpw="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draf
t-01.wsdl" 2 
    xmlns:wsdlpp="http://www.globus.org/namespaces/2004/10/WSDLPreprocessor" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
     
    3 
<wsdl:import  
    namespace= 
    
"http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft-01.wsdl" 
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    location="../../wsrf/properties/WS-ResourceProperties.wsdl" /> 
     
<-- ... -->     
 
<portType name="MathPortType"  
    wsdlpp:extends="wsrpw:GetResourceProperty  
                    wsrpw:GetMultipleResourceProperties  
                    wsrpw:SetResourceProperties 
                    wsrpw:QueryResourceProperties" 4 
    wsrp:ResourceProperties="tns:MathResourceProperties"> 
 
 <operation name="add"> 
  <input message="tns:AddInputMessage"/> 
  <output message="tns:AddOutputMessage"/> 
 </operation> 
         
 <operation name="subtract"> 
  <input message="tns:SubtractInputMessage"/> 
  <output message="tns:SubtractOutputMessage"/> 
 </operation> 
 
 5 
  
</portType> 
 
</definitions> 

 

注意 

こ れ は 、 以 下 の フ ァ イ ル の 一 部 で す 。 
$EXAMPLES_DIR/schema/examples/MathService_instance_rp/Math.wsdl 

1 新しいWSDLインターフェイスに適用される新しいtarget namespaceをどのように宣言しているか、
注意してください。 

2 この namespace 宣言  (wsrpw) は、前の例ですでに示されています。一般的に言って、
WS-ResourcePropertiesの仕様で定義されている portTypeを使いたいのであれば、常に
WS-ResourcePropertiesのnamespaceを宣言しなければなりません 。 

3 さらに、portTypeが実際に定義されているWS-ResourceProperties WSDL ファイル のimportをしな
ければなりません. 

4 この例では、４つのWS-ResourceProperties portTypeからの拡張を行います。しかし、厳密に必要
なのは、サービスで使う必要のあるportTypeからの拡張だけです。 

5 最後に、 GetValueRP operation が削除されたことに注意してください。(上記には示されていま
せんが、このWSDL file には、対応する  GetValueRP messageと elementもありません ). 
GetResourceProperty portType を使おうとしていますので、, 明示的な GetValueRP operation の
公開は必要ありません。 

新しいインターフェイスを追加しましたから、新しい WSDL namespace を Java パッケージにマップ
する必要があります(第３章 3.1.3「名前空間のマッピング」に記されているように)。 
 
http¥://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_rp= 
                                     org.globus.examples.stubs.MathService_instance_rp 
http¥://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_rp/bindings= 
                                     
org.globus.examples.stubs.MathService_instance_rp.bindings 
http¥://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_rp/service= 
                                     org.globus.examples.stubs.MathService_instance_rp.service 

 

注意 

こ れ ら の 3 行 は 、 以 下 に 置 い て お か な け れ ば な り ま せ ん 
$EXAMPLES_DIR/namespace2package.properties. 

Java ファイル 
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実装ファイルに要求されるのは、最低限の変更だけです。指摘に値する唯一の変更点は、もはや 
getValueRP operationを実装する必要がない、ということです。一般的に言って、WS-ResourceProperties 
portTypes を使うために、Java ファイルに特別のコードを加える必要はありません。 
注意 

こ の 例 の QNames イ ン タ ー フ ェ イ ス は 、 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/rp/impl/MathQNames.java. 
注意 

こ の 例 の サ ー ビ ス ク ラ ス は 、 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/rp/impl/MathService.java. 

deployment ファイル 

WS-ResourceProperties portTypes を使用するためには、WSDD ファイルを修正して、これらのportType
の実装をGlobusによって提供されるoperation providerに依存することを明確にしなければなりません。 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<deployment name="defaultServerConfig"  
    xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"  
    xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java"  
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
    <service name="examples/core/rp/MathService" provider="Handler" use="literal" 
style="document"> 
        <parameter name="className" 
value="org.globus.examples.services.core.rp.impl.MathService"/> 
        
<wsdlFile>share/schema/examples/MathService_instance_rp/Math_service.wsdl</wsdlFile> 
        <parameter name="allowedMethods" value="*"/> 
        <parameter name="handlerClass" value="org.globus.axis.providers.RPCProvider"/> 
        <parameter name="scope" value="Application"/> 
        <parameter name="providers" value="GetRPProvider GetMRPProvider SetRPProvider 
QueryRPProvider"/> 
        <parameter name="loadOnStartup" value="true"/> 
    </service> 
 
</deployment> 

 

注意 

こ れ は 、 以 下 の フ ァ イ ル で す 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/rp/deploy-server.wsdd. 
Operation Providers 

GT4 Coreは、 operation providers と呼ばれる、 プログラマーライフを楽にしてくれるデザインパター
ンを使用しています。極めて単純に説明すると、operation providerはJava のクラスであり、我々のサ
ービスに簡単にプラグインできるoperationのセットを提供してくれます。例えば、以前の章で使って
いたWSDL ファイルに、以下が書かれていたことを思い出してください: 
 
<portType name="MathPortType"  
    wsdlpp:extends="wsrpw:GetResourceProperty" 
    wsrp:ResourceProperties="tns:MathResourceProperties"> 

 

wsdlpp:extends 属性は、我々のサービスが標準的なWSRF portTypeであるGetResourceProperty 
portTypeも実装することを示すためにに使われていました。これは、我々のサービスクラスが
GetResourceProperty メソッド(次の章で、より詳しくお話します)を実装しなければならないことを意
味します。しかしながら、自分で実装する代わりに、全てのWSRF portTypeの実装を提供するGT4に含
まれるoperation providersに頼ることができます。サービスにoperation providerを使いたいことを示すた

日本語版：グリッド協議会



 Resource Properties  

 87  

めには、以下をWSDD ファイルに追記するだけでいいのです。 

 
<parameter name="providers" value="GetRPProvider"/> 

 

後の章では、我々のサービスにWSRFの仕様で示された標準的な機能を提供させたい場合は常に、標
準的なWSRF portTypeから我々のサービスを単純に拡張させ、その後、そのportTypeを実装したGlobus
のoperation providerを「プラグイン」します。 

一方、JNDI deployment ファイルには、修正の必要はありません。 

ビルドとデプロイ 

サービスのビルド: 
 
./globus-build-service.sh rp 

 

そしてデプロイします。 
 
globus-deploy-gar $EXAMPLES_DIR/org_globus_examples_services_wsrf_core_rp.gar 

 

クライアントのコード 

我々のクライアントアプリケーションは、WS-ResourceProperties portTypeの幾つかを呼び出します。次
の例ではより複雑なresource propertyを用い、残りのportTypeをどのように呼び出すかを見て行きます。 

クライアントのコードはやや長いですので、全部を一度に見るのではなく、まず最初にクライアント

を動かし、その後それぞれの瞬間に何が起こっているのかを詳しく見ていくことにします。 
注意 

こ の ク ラ イ ア ン ト に 関 す る ソ ー ス コ ー ド は 、 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/clients/MathService_instance_rp/Client.java 

クライアントのコンパイル： 
 
javac ¥ 
-classpath ./build/stubs/classes/:$CLASSPATH ¥ 
org/globus/examples/clients/MathService_instance_rp/Client.java 

 

実行:は以下のようにします。 
 
java ¥ 
-classpath ./build/stubs/classes/:$CLASSPATH ¥ 
org.globus.examples.clients.MathService_instance_rp.Client ¥ 
http://127.0.0.1:8080/wsrf/services/examples/core/rp/MathService 

 

クライアントの出力は、以下のようになるはずです: 
 
Value RP: 0 
LastOp RP: NONE 
Value RP: 10 
LastOp RP: ADDITION 
 
Value RP: 100 
LastOp RP: ADDITION 

日本語版：グリッド協議会



 Resource Properties  

 88  

 
Value: 100 
LastOp: ADDITION 

 

これらの３つのブロックで何が起こっているのか、詳しく見て行きましょう。 

getResourcePropertyの呼び出し 
 
Value RP: 0 
LastOp RP: NONE 
Value RP: 10 
LastOp RP: ADDITION 

 

コードの最初のブロックは、Value と LastOp RPの初期値をgetResourceProperty operationを用いて
出力し、加算を行い、 RPを再表示します。  getResourceProperty の全てのコードは、
printResourceProperties メソッドの中にあります。 

 
printResourceProperties(math); 
math.add(10); 
printResourceProperties(math); 

 

printResourceProperties メソッドで何が起こっているのか、詳しく見てみましょう: 

 
/* 
 * This method prints out MathService's resource properties by using the 
 * GetResourceProperty operation. 
 */ 
private void printResourceProperties(MathPortType math) throws Exception { 
 GetResourcePropertyResponse valueRP, lastOpRP, lastLogRP; 
 String value, lastOp, lastLog; 
 
 1 
 valueRP = math.getResourceProperty(MathQNames.RP_VALUE); 
 lastOpRP = math.getResourceProperty(MathQNames.RP_LASTOP); 
 
 2 
 value = valueRP.get_any()[0].getValue(); 
 lastOp = lastOpRP.get_any()[0].getValue(); 
 
 3 
 System.out.println("Value RP: " + value); 
 System.out.println("LastOp RP: " + lastOp); 
} 

 
1 最初に、portTypeの  getResourceProperty operation を呼び出します。我々のMathPortType 

portType は 、 標 準 の GetResourcePropertyportType を extends し て い ま す の で 、

getResourceProperty operation も含むことを考慮して下さい. 含めなければならない唯一のパ
ラメータは、検索したいRPのQNameです。戻り値の型が GetResourcePropertyResponse ― 
Globusが提供する スタブ・クラス ―であることに注目してください 

2 さて、GetResourcePropertyResponse の戻り値から、RPの本当の値を抽出しなければなりませ
ん。ここで、resource property ドキュメント に関する知識(この章の最初で説明しました)が重宝
します。 GetResourcePropertyResponse オブジェクトはゼロ、一つ、又は複数のRPをXMLフォ
ーマットで(つまり、RP ドキュメントで表現されているのと同じ方法で)含みます。これらのRP
にアクセスするために、 get_any メソッドを使う必要があります。これは、要素 (XMLの用語
としての意味で)の配列を返します。この例では、Value RPへのリクエストから得られる
GetResourcePropertyResponse は、以下を含むでしょう: 

 
<ns1:Value 
xmlns:ns1="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_rp">0
</ns1:Value> 
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この要素に含まれる0 という値を得るためには、要素の配列の最初の位置にアクセスし
(get_value()[0])、そこから値を得る(getValue)だけでよいのです。 

3 最後に、値を出力します 

SetResourceProperties を呼び出して更新する 
 
Value RP: 100 
LastOp RP: ADDITION 

 

コードの２番目のブロックでは、 SetResourceProperties operation を用い、Update アクションを要
求することで、Value RP の値を更新しています。更新に関する全てのコードは、 updateRP メソッド
の中にあります。 

 
updateRP(endpoint, MathQNames.RP_VALUE, "100"); 
printResourceProperties(math); 

 

それでは、更新のオペレーションが実際にどのように遂行されているのか、見て行きましょう: 

 
/* 
 * This method updates resource property "rpQName" in the WS-Resource 
 * pointed at by the endpoint reference "epr" with the new value "value". 
 */ 
private void updateRP(EndpointReferenceType epr, QName rpQName, String value) 
  throws Exception { 
 1 
 WSResourcePropertiesServiceAddressingLocator locator = new 
WSResourcePropertiesServiceAddressingLocator(); 
 SetResourceProperties_PortType port = locator 
   .getSetResourcePropertiesPort(epr); 
 
 2 
 UpdateType update = new UpdateType(); 
 MessageElement msg = new MessageElement(rpQName, value); 
 update.set_any(new MessageElement[] { msg }); 
 
 3 
 SetResourceProperties_Element request = new SetResourceProperties_Element(); 
 request.setUpdate(update); 
 
 4 
 port.setResourceProperties(request); 
} 

 
1 はじめに、一般的な SetResourceProperties portType へのリファレンスを取得します。このア
プローチは、前のコードブロックで使われた手法、すなわち単に我々自身の MathPortTypeを使
ったものとは異なります。我々の MathPortType を、setResourceProperties operationを呼び出
すために使うことも 可能である ことに留意してください。しかしながら、ここで採用されたア
プローチは、我々がアクセスを望むものが全て標準のWSRF operation ―完全なportType (ここでは 
MathPortType)へのリファレンスを取得することなしに―である場合、便利なものとなります。 

2 SetResourceProperties operationを通じて行おうとしている事は、更新のアクションです。この
ため、実行する更新内容を特定するUpdateType オブジェクトを最初に作成する必要があります。
一つの UpdateType オブジェクトには、複数の 更新リクエストを含めることが可能であること
を留意してください。こららのリクエストのそれぞれは、MessageElement オブジェクトの中に
カプセル化します。そして、複数のMessageElementからなる配列を作成し、我々のUpdateType オ
ブジェクトに含めます (set_any メソッドを使用します)。 

3 続いて、SetResourceProperties リクエストを表すSetResourceProperties_Element オブジェ
クトを作成します. このオブジェクトには、挿入、更新、及び削除のアクションを含めることが
できます。我々のケースでは、先ほど作成した UpdateType オブジェクトを、setUpdate メソッ
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ドを用いて、リクエストに追加します。 
4 最後に、SetResourcePropertiesをinvokeします。 

GetMultipleResourcePropertiesの呼び出し 
 
Value: 100 
LastOp: ADDITION 

 

三 番 目 の 、 そ し て 最 後 の コ ー ド ・ ブ ロ ッ ク で は 、 Value と  LastOp RP の 値 を 、
GetMultipleResourceProperties operationを用いて表示します。 GetMultipleResourceProperties の
コードは全て、printResourceProperties メソッドの中に含められています。 

 
printMultipleResourceProperties(math); 

 
 
/* 
 * This method prints out MathService's resource properties by using the 
 * GetMultipleResourceProperties operation. 
 */ 
private void printMultipleResourceProperties(MathPortType math) 
  throws Exception { 
 GetMultipleResourceProperties_Element request; 
 GetMultipleResourcePropertiesResponse response; 
 
 1 
 QName[] resourceProperties = new QName[] { MathQNames.RP_VALUE, 
   MathQNames.RP_LASTOP }; 
 request = new GetMultipleResourceProperties_Element(resourceProperties); 
 
 2 
 response = math.getMultipleResourceProperties(request); 
 
 3 
 for(int i=0; i<response.get_any().length;i++) 
 { 
  String name = response.get_any()[i].getLocalName(); 
  String value = response.get_any()[i].getValue(); 
  System.out.println(name +": " + value); 
 } 
} 

 
1 初 め に 、 getMultipleResourceProperties へ の リ ク エ ス ト を 表 す

GetMultipleResourceProperties_Element オブジェクトを作る必要があります。コンストラクタ
には、QNameの配列を渡します。このケースでは Value と LastOp RPのQNameを指定します。 

2 次 に 、 getMultipleResourceProperties を invoke し ま す 。 戻 り 値 の 型 が 、 
GetMultipleResourcePropertiesResponseであることに注意して下さい。 

3 getResourcePropertyと同様に, getMultipleResourceProperties の戻り値は、ゼロ、一つ、ま
た は 複 数 の RP を  XML フ ォ ー マ ッ ト で 含 み ま す 。 こ の ケ ー ス で は 、
GetMultipleResourcePropertiesResponse は以下を含むことになります: 

 
<ns1:Value 
xmlns:ns1="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_rp">1
00</ns1:Value> 
<ns2:LastOp 
xmlns:ns2="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_rp">A
DDITION</ns2:LastOp> 

 

RPの値を取り出すため、もう一度、get_any メソッドに頼り、要素の配列を得ます。配列を繰り
返しループで走査し、getValue メソッドを使って各要素の値を書き出します。getLocalName メ
ソッドを使って、プロパティの名前も同時に表示します。 
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第7章 ライフサイクル管理 

この章では、WS-ResourceLifetime 仕様によって提供されている２つのライフサイクル管理手法を見て
行きます。ライフサイクル管理は、主にたくさんのリソースを扱う時に意味を持つものですので、こ

こでは、第5章「複数リソース」で見た例に対して(factory/instance の例)、どのような修正が必要とな
るのか、という説明にフォーカスします。ライフサイクルの修正を加えたバージョンの例は、

$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/rl/ディレクトリにあります。 

即時破棄 

即時破棄は、ライフサイクル管理の最もシンプルな形態です。これによって instance サービスの 
destroy メソッドを呼び出して、リソースの即時破棄を要求することが可能になります。factory サー
ビスは、リソースの生成には責任を持ちますが、破棄に関してはサービスインスタンスを通して、各

リソースに対してリクエストされなければならないことに注意してください. 

即時破棄を我々のサービスに加えることは、標準のWSRF ImmediateResourceTermination portTypeを
拡張するだけでできます。このportTypeは、現在のリソースに対して、自分自身を即時に終了するよ
う指示するdestroy operation を我々のportTypeに加えます。 

 
<portType name="MathPortType"  
    wsdlpp:extends="wsrpw:GetResourceProperty  
                    wsrlw:ImmediateResourceTermination"  
    wsrp:ResourceProperties="tns:MathResourceProperties"> 
 
 <operation name="add"> 
  <input message="tns:AddInputMessage"/> 
  <output message="tns:AddOutputMessage"/> 
 </operation> 
         
 <operation name="subtract"> 
  <input message="tns:SubtractInputMessage"/> 
  <output message="tns:SubtractOutputMessage"/> 
 </operation> 
 
</portType> 

 

このためには、WS-ResourceLifetime namespaceを宣言し、そのWSDL fileをimportすることを忘れない
で下さい: 
 
<definitions name="MathService" 
    
targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_rl" 
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_rl" 
    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    
xmlns:wsrlw="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceLifetime-1.2-draft-
01.wsdl"     
    
xmlns:wsrp="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft
-01.xsd" 
    
xmlns:wsrpw="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draf
t-01.wsdl" 
    xmlns:wsdlpp="http://www.globus.org/namespaces/2004/10/WSDLPreprocessor" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 
 
<wsdl:import  
    namespace= 
    "http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceLifetime-1.2-draft-01.wsdl" 
    location="../../wsrf/lifetime/WS-ResourceLifetime.wsdl" /> 
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注意 

これは、以下のファイルの一部です。 $EXAMPLES_DIR/schema/MathService_instance_rl/Math.wsdl 

次に、Globusによって提供される DestroyProvider operation provider を インスタンス・サービスに
加えなければなりません。この providerは、上述した destroy operation を実装しています。 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<deployment name="defaultServerConfig"  
    xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"  
    xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java"  
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
    <!-- Instance service --> 
    <service name="examples/core/rl/MathService" provider="Handler" use="literal" 
style="document"> 
        <parameter name="className" 
value="org.globus.examples.services.core.rl.impl.MathService"/> 
        
<wsdlFile>share/schema/examples/MathService_instance_rl/Math_service.wsdl</wsdlFile> 
        <parameter name="allowedMethods" value="*"/> 
        <parameter name="handlerClass" value="org.globus.axis.providers.RPCProvider"/> 
        <parameter name="scope" value="Application"/> 
        <parameter name="providers" value="GetRPProvider DestroyProvider"/> 
    </service> 
 
    <!-- Factory service --> 
    <service name="examples/core/rl/MathFactoryService" provider="Handler" use="literal" 
style="document"> 
        <parameter name="className" 
value="org.globus.examples.services.core.rl.impl.MathFactoryService"/> 
        <wsdlFile>share/schema/examples/FactoryService/Factory_service.wsdl</wsdlFile> 
        <parameter name="allowedMethods" value="*"/> 
        <parameter name="handlerClass" value="org.globus.axis.providers.RPCProvider"/> 
        <parameter name="scope" value="Application"/> 
        <parameter name="instance" value="examples/core/rl/MathService"/> 
    </service> 
 
</deployment> 

 

注意 

こ の フ ァ イ ル は 、 以 下 で す 。 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/rl/deploy-server.wsdd. 

これで、サービスをコンパイルすることができます: 
 
./globus-build-service.sh rl 

 

デプロイします: 
 
globus-deploy-gar $EXAMPLES_DIR/org_globus_examples_services_wsrf_core_rl.gar 

 

リソースの破棄を試験実行するため、「第５章 複数リソース」にあるシンプルなクライアントと同じ
ものを使用します。唯一の違いは、クライアントの最後に destroy operationへの呼び出しを付加する
ことです。 

 
package org.globus.examples.clients.FactoryService_Math_rl; 
 
import org.apache.axis.message.addressing.Address; 
import org.apache.axis.message.addressing.EndpointReferenceType; 
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import org.globus.examples.stubs.MathService_instance_rl.MathPortType; 
import 
org.globus.examples.stubs.MathService_instance_rl.service.MathServiceAddressingLocator; 
import org.globus.examples.stubs.Factory.service.FactoryServiceAddressingLocator; 
import org.globus.examples.stubs.Factory.FactoryPortType; 
import org.globus.examples.stubs.Factory.CreateResource; 
import org.globus.examples.stubs.Factory.CreateResourceResponse; 
 
import org.oasis.wsrf.lifetime.Destroy; 
 
/* This client creates a new MathService instance through a FactoryService. This client 
 * expects one parameter: the factory URI. 
 */ 
public class Client_immed { 
 
 public static void main(String[] args) { 
  FactoryServiceAddressingLocator factoryLocator = new FactoryServiceAddressingLocator(); 
  MathServiceAddressingLocator instanceLocator = new MathServiceAddressingLocator(); 
 
  try { 
   String factoryURI = args[0]; 
   EndpointReferenceType factoryEPR, instanceEPR; 
   FactoryPortType mathFactory; 
   MathPortType math; 
 
   // Get factory portType 
   factoryEPR = new EndpointReferenceType(); 
   factoryEPR.setAddress(new Address(factoryURI)); 
   mathFactory = factoryLocator.getFactoryPortTypePort(factoryEPR); 
 
   // Create resource and get endpoint reference of WS-Resource. 
   // This resource is our "instance". 
   CreateResourceResponse createResponse = mathFactory 
     .createResource(new CreateResource()); 
   instanceEPR = createResponse.getEndpointReference(); 
 
   // Get instance PortType 
   math = instanceLocator.getMathPortTypePort(instanceEPR); 
 
   System.out.println("Created instance."); 
 
   // Perform an addition 
   math.add(10); 
 
   // Perform another addition 
   math.add(5); 
 
   // Perform a subtraction 
   math.subtract(5); 
    
   math.destroy(new Destroy()); 
   System.out.println("Destroyed instance."); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
} 

 

注意 

こ の フ ァ イ ル は 、 以 下 で す 。 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/clients/FactoryService_Math_rl/Client_immed.java 

クライアントをコンパイルします: 
 
javac ¥ 
-classpath ./build/stubs/classes/:$CLASSPATH ¥ 
org/globus/examples/clients/FactoryService_Math_rl/Client_immed.java 

 

実行します: 
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java ¥ 
-classpath ./build/stubs/classes/:$CLASSPATH ¥ 
org.globus.examples.clients.FactoryService_Math_rl.Client_immed ¥ 
http://127.0.0.1:8080/wsrf/services/examples/core/rl/MathFactoryService 

 

すべてがうまく行けば、以下の表示を目にするはずです: 
 
Created instance. 
Destroyed instance. 

 

ええ、そんなに面白くもないでしょう。どうすれば、リソース破棄が実際に起こっていることを知る

ことができるのでしょうか？簡単に試験する方法があります。クライアントの最後の数行を修正して、

以下のようにしてください: 
 
math.destroy(new Destroy()); 
System.out.println("Destroyed instance."); 
    
// Perform another addition 
math.add(5); 

 

お分かりの通り、我々は使用するべきリソースを破壊した 後に 、operationをinvokeしようとしていま
す。おそらく想像できるでしょうが、良い事はおきないでしょう。クライアントを再コンパイルして

再度実行すると、もう一度以下が表示されるでしょう: 
 
Created instance. 
Destroyed instance. 

 

そして、本当に不快なエラーメッセージ続いて出力されます。そのなかに次のエラーが見えるはずで

す。 

 
java.rmi.RemoteException: ; nested exception is: 
        org.globus.wsrf.NoSuchResourceException 

 

何が起こったかというと、add は正常にinvokeされたのですが、 呼び出し中に渡されたエンドポイン
ト・リファレンスが、もはや存在しないリソースを参照していたため、add がリソースを検索しよう
とした時に、NoSuchResourceException throwされたのです。 

スケジュールされた破棄 

スケジュールされた破棄は、リソースライフサイクル管理のより手の込んだ形態で、いつ破棄されて

欲しいかを、リソースに対して正確に指定することを可能とします。スケジュール破棄の主な用途は、

リースに基づくライフサイクル管理です。リースに基づくライフサイクル管理では最初にリソースが
破棄される時間を未来のいずれかの時点にセットします(例として、5分としましょう)。これが、リー
スと呼ばれます。我々のアプリケーションは、定期的に リースの更新 (破棄の時間をもう5分延長)を
実行しなければなりません。そうしなければ、リソースはやがて破棄されてしまいます。これによっ

て、我々のアプリケーションは、何らかの理由(ネットワークの故障、プログラマーのエラー、など）
によって使用不可能となったリソース(そのため、リースの更新を受けることができない）を一掃する
ことができるようになります。 

スケジュールされた破棄を使うためには、即時破棄の場合よりも多くのコードを追加する必要があり

ます。なぜなら、スケジュールされた破棄を提供する標準のWSRF portTypeは、新しいoperation 
(SetTerminationTime) ばかりではなく、 2つの新しい resource properties: TerminationTime と 
CurrentTimeも加えるからです。TerminationTime は、いつリソースが破棄されるようにセットされ
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るかを決め、CurrentTime の値は、常にリソースをホストするマシンの時間でなければなりません。
このことは、われわれがWSDL ファイルを修正しなければならないだけではなく、これらの2つの
resource propertiesを我々のリソースクラスに、正しく実装しなければならないことを意味します。 

WSDL ファイル 

そこで、まず、簡単な部分から始めましょう。スケジュールされたリソースの終了を用いるためには、

我々のportTypeで、ScheduledResourceTermination portType を拡張するようにしなければなりませ
ん: 

 
<portType name="MathPortType"  
    wsdlpp:extends="wsrpw:GetResourceProperty  
                    wsrlw:ScheduledResourceTermination"  
    wsrp:ResourceProperties="tns:MathResourceProperties"> 
 
 <operation name="add"> 
  <input message="tns:AddInputMessage"/> 
  <output message="tns:AddOutputMessage"/> 
 </operation> 
         
 <operation name="subtract"> 
  <input message="tns:SubtractInputMessage"/> 
  <output message="tns:SubtractOutputMessage"/> 
 </operation> 
 
</portType> 

 

注意 

即時破棄でも見てきたように、WS-ResourceLifetimeのnamespace (wsrlw)の宣言と、そのWSDL ファイ
ルのimportを忘れてはいけません。 

リソースの実装 

続いて、ResourceLifetime インターフェイスを、我々のリソース・クラスに実装しなければなりま
せん。このインターフェイスは、TerminationTime と CurrentTime RPに対してget/setメソッドが提供
されることを要求します。 

 
public class MathResource implements Resource, ResourceIdentifier, 
  ResourceProperties, ResourceLifetime 

 

そこでまず、リソースの終了時間を示すため、Calendar型のterminationTime 属性を我々のクラスに
加えることから始めます。 currentTime 属性を加える必要はありません。なぜなら、この RPのget メ
ソッドは、常にシステムの時間を返すからです (これは、後で見るように、Java APIを使うことで簡単
に取得できます)。 
 
/* Resource properties */ 
private int value; 
private String lastOp; 
private Calendar terminationTime; 

 

さて、我々のRPのセットに、2つのRPを確実に追加しましょう: 

 
/* Initializes RPs and returns a unique identifier for this resource */ 
public Object initialize() throws Exception { 
 this.key = new Integer(hashCode()); 
 this.propSet = new SimpleResourcePropertySet( 
   MathQNames.RESOURCE_PROPERTIES); 
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  try { 
  ResourceProperty valueRP = new ReflectionResourceProperty( 
    MathQNames.RP_VALUE, "Value", this); 
  this.propSet.add(valueRP); 
  setValue(0); 
    
  ResourceProperty lastOpRP = new ReflectionResourceProperty( 
    MathQNames.RP_LASTOP, "LastOp", this); 
  this.propSet.add(lastOpRP); 
  setLastOp("NONE"); 
    
  ResourceProperty termTimeRP = new ReflectionResourceProperty( 
    SimpleResourcePropertyMetaData.TERMINATION_TIME, this); 
  this.propSet.add(termTimeRP); 
      
  ResourceProperty currTimeRP = new ReflectionResourceProperty( 
    SimpleResourcePropertyMetaData.CURRENT_TIME, this); 
  this.propSet.add(currTimeRP); 
   
 } catch (Exception e) { 
  throw new RuntimeException(e.getMessage()); 
 } 
  
 return key; 
} 

 

Globusによって提供される SimpleResourcePropertyMetaData クラスを用いていることに注意して
下さい。このクラスはTerminationTime と CurrentTime RPの情報を含んでいます。このクラスを、
確実にimportしなければなりません: 

 
import org.globus.wsrf.impl.SimpleResourcePropertyMetaData; 

 

最後に,リソースの実装に必要となる最終項目は、TerminationTime RPに対するget と set メソッド、
及び CurrentTime RPに対する get メソッド(カレントタイムの'set' はできません)を追加します。Java
の Calendar クラスのインスタンスを使って、カレントタイムを返していることに注目してください。 
 
/* Required by interface ResourceLifetime */ 
public Calendar getCurrentTime() { 
 return Calendar.getInstance(); 
} 
 
public Calendar getTerminationTime() { 
 return this.terminationTime; 
} 
 
public void setTerminationTime(Calendar terminationTime) { 
 this.terminationTime=terminationTime; 
} 

 

注意 

こ れ は 、 以 下 の フ ァ イ ル の 一 部 で す 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/rl/impl/MathResource.java 

デプロイ 

即時破棄でもそうであったように、 Globusによって提供される  operation provider ― 
SetTerminationTimeProvider ―を、インスタンス・サービスに加える必要があります. このprovider
は、リソースの終了時間のセットを可能にするsetTerminationTime operation を実装します。終了時
間を、直接TerminationTime RPを変更することによって(例えば、SetResourceProperties operationを
用いて)セットすることはできない ことに気をつけてください。必ず、setTerminationTime operation
を使わなければなりません(このoperationは、Globusによって提供されるoperation providerに実装されて
いるように、単にRPを更新する以上のことを行います)。 
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<parameter name="providers" value="GetRPProvider SetTerminationTimeProvider"/> 

 

注意 

こ れ は 、 以 下 の フ ァ イ ル の 一 部 で す 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/rl/deploy-server.wsdd. 

JNDIのデプロイファイルを変更して、リソースがその終了時間を越えて存在してるかどうかをコンテ
ナがチェックする頻度を調整することもできます。これは、sweeperDelay パラメータで行われます(ミ
リ秒単位)。デフォルト値では、毎分チェックするようになっています(60000ミリ秒)。これを、1秒毎
(1000ミリ秒)に変更し、クライアントが、リソースが実際期限切れとなることを観察できるようにし
ましょう。 
 
<parameter> 
 <name>sweeperDelay</name> 
 <value>1000</value> 
</parameter> 

 

注意 

こ れ は 、 以 下 の フ ァ イ ル の 一 部 で す 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/rl/deploy-jndi-config.xml. 

最後に、ビルドしてデプロイします: 
 
./globus-build-service.sh rl 

 
 
globus-deploy-gar $EXAMPLES_DIR/org_globus_examples_services_wsrf_core_rl.gar 

 

クライアント 

新しいリソースを作って、終了時刻を10秒後に設定し、リソースがまだ"生きて"いるかどうか毎秒チ
ェックすることで、我々のサービスを試験しましょう。リソースが終了してしまうと、そのリソース

への全ての呼び出しは例外を発生させるでしょう。即時破棄のクライアントのように、このクライア

ントは「第５章 複数リソース」に見られるシンプルなクライアントに似ています。 以下は、リソー
スが生成された後に走るコードです: 

 
1 
Calendar termination = Calendar.getInstance(); 
termination.add(Calendar.SECOND, 10);  
 
2 
SetTerminationTime request; 
SetTerminationTimeResponse response; 
request = new SetTerminationTime(termination); 
response = math.setTerminationTime(request); 
 
3 
System.out.println("Current time               " 
  + response.getCurrentTime().getTime()); 
System.out.println("Requested termination time " 
  + termination.getTime()); 
System.out.println("Scheduled termination time " 
  + response.getNewTerminationTime().getTime()); 
 
boolean terminated = false; 
int seconds = 0; 
while (!terminated) { 4 
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 try { 
  System.out.println("Second " + seconds); 
  math.add(10); 
  Thread.sleep(1000); 
  seconds++; 
 } catch (RemoteException e) { 
  System.out.println("Resource has been destroyed"); 
  terminated = true; 
 } 
} 

 

注意 

こ れ は 、 以 下 の フ ァ イ ル の 一 部 で す 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/clients/FactoryService_Math_rl/Client_sched.java 

1 Calendar クラスのインスタンス ―現在時刻を示す― を取得します。10秒を加えます。これが、
我々のリソースの終了時間になります。 

2 SetTerminationTime operationを呼び出します(新しい終了時間を送ります)。 
3 SetTerminationTime operation からの反応は、興味深い情報を返します: リソースのカレントタ
イムと、 スケジュールされた 終了時間 ―リクエストされた終了時間とは違うかもしれません
(ここで試そうとしているような単純なシナリオでは、起こらないでしょう) ― です。 

4 最後に、このループは add operation を毎秒呼び出します。リソースが最終的に破棄され例外が
throwされた場合には、ループから抜けます 

クライアントをコンパイルして実行します: 
 
javac ¥ 
-classpath ./build/stubs/classes/:$CLASSPATH ¥ 
org/globus/examples/clients/FactoryService_Math_rl/Client_sched.java 

 
 
java ¥ 
-classpath ./build/stubs/classes/:$CLASSPATH ¥ 
org.globus.examples.clients.FactoryService_Math_rl.Client_sched ¥ 
http://127.0.0.1:8080/wsrf/services/examples/core/rl/MathFactoryService 

 

全てがうまく行けば、以下の出力が見られるでしょう: 
 
Created instance. 
Current time               Sun Apr 03 00:54:29 CST 2005 
Requested termination time Sun Apr 03 00:54:39 CST 2005 
Scheduled termination time Sun Apr 03 00:54:39 CST 2005 
Second 0 
Second 1 
Second 2 
Second 3 
Second 4 
Second 5 
Second 6 
Second 7 
Second 8 
Second 9 
Second 10 
Resource has been destroyed 
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第8章 Notifications 

この章では、notification ― サーバーで興味深いイベントが発生した際にクライアントが通知を受
けることを可能にする一般的なデザインパターン ― のコンセプトを紹介します。特に、このデザイ
ンパターンをWebサービスで使うことを可能にする一連の仕様であるWS-Notificationsにフォーカスし
ます。そして、notificationのサービスからの使用法を、2つのサンプルで説明します。 

notificationsとは? 

Notificationsは、新しいものではありません。あなたはObserver/Observableのように別な名前で知って
いるかもしれませんが、とても有名なソフトウェアデザインパターンです。我々のソフトウェアが、

たくさんの異なった部分(例えば、GUI と アプリケーション・ロジック、クライアントとサーバーな
ど)から構成されていて、ある部分が他の部分で発生した変化に気付かなければならない場合を考えま
しょう。例えば、GUIはデータベースの値が変更されたことに気づいて、新しい値をすぐにユーザー
に対して表示する必要があるかもしれません。クライアント／サーバの世界に関して同様のことを示

すのは簡単です: クライアントが、ある特定のアクションをとることができるように、サーバーがあ
る状態に到達したことを知る必要がある場合を仮定してください。 

クライアントが、常に状況を知らされているようにする最も手っ取り早いアプローチは、ポーリング 
アプローチです。クライアントは、定期的にサーバーを poll (何か変更があるかたずねること)します。 
例えば、クライアント・アプリケーションが、いつサーバーの負荷が50%以下になるか知りたいとし
ましょう。このサーバーは、イベントのproducer と呼ばれます。(このケースでは、イベントはサーバ
ー負荷の低下です). 一方、クライアントはイベントのconsumer と呼ばれます。ポーリング・アプロー
チは、以下のように進むでしょう: 

図 8.1. ポーリングを用いた変更の追跡 

 

1. consumerはproducerに、何か変更があるか尋ねます。producerは"No"と答えますので、consumerは
再度の問いかけを行う前に少し待ちます。 

2. もう一度、consumerは何か変更があったか、producerに問いかけます。producerは"No"と答えます
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ので、consumerは再度の問いかけを行う前に少し待ちます 

3. おわかりの通り、このステップはいやになるほど、サーバーが最終的に変更があったと答えるま
で繰り返されます。 

このアプローチは、特に以下のようなことを考えた場合、あまり効率ではありません: 

• 呼び出しの間隔が非常に短い場合には、ネットワーク・トラフィックとCPUの使用量が増加します。 

• consumerは、一つとは限りません。もし、たくさんのconsumerが存在して、イベントの発生を待っ
ている場合、producer が、何か変更があったかを問いかける呼び出しによって飽和することもあり
えます。 

この問題に対する解答は、驚くほど簡単です(そして常識的です)。producerに、何か変更があったか定
期的にたずねる代わりに、producerに対して、あるイベントが発生した時は常にconsumerにnotifyして
くれるように依頼する呼び出しを、最初に行うのです。これが、notification アプローチです。 

図 8.2. notificationsを用いた変更の追跡 

 

1. consumerは、サーバー負荷が50%以下に低下した場合、すぐに知らせるようproducerに依頼します。
producerは、全ての登録されたconsumerのリストを保持します。このステップは、通常 subscription 
または registration ステップと呼ばれます 

2. consumerとproducerは、サーバー負荷が50%以下になるまで、自分の仕事をします。 

3. サーバー負荷が50%以下になると、producerは、すべてのconsumer(一つとは限らないことを思い出
して下さい）に対して、そのイベントを notifyします。 

お分かりの通り、このアプローチは大幅に効率的です。(このシンプルな例では、ネットワーク・トラ
フィックがポーリング・アプローチと比べて半減しています)。 

WS-Notifications 

WS-Notificationsに関連する一連の仕様は、WSRFの一部ではないのですが、強く結びついています。
Webサービスでnotificationデザインパターンを使用するための標準的なインターフェイスのセットが

日本語版：グリッド協議会



 Notifications  

 101  

提供されます。WS-Notificationsは、3つの仕様に分割されます: WS-Topics、WS-BaseNotification およ
び WS-BrokeredNotificationです。 

WS-Topics 

まず、topicsがあります。これは、WS-Notificationsの他の2つの仕様で、「サブスクリプションする興
味がある項目」のセット表現するために使用されます。この次に示しますが、サービスはtopicのセッ
トを公開できます。クライアントはこのtopicに対してサブスクリプトし、変更があった時にnotification
を受け取ることができます。topicsはとても融通が利くもので、topic treeの生成してtopicのなかに子
topicのセットをもつことさえできます。クライアントがあるtopicにサブスクライブすると、全ての子
topicsに関するnotificationsを自動的に受け取ることになります(個々の子topicに対して手動でサブスク
ライブする必要はありませｎ)。 

WS-BaseNotification 

この仕様は、notificationのconsumerとproducerに関する標準インターフェイスを定義します。要約する
と、notificationのproducerは、subscribe operationを公開しなければなりません。notificationのconsumer
は、サブスクリプションのリクエストにこのoperationを使用します。一方、consumerはnotify operation
を公開する必要があります。producerは、これを用いてnotificationを配信します。さらに、サブスクリ
プションを実際にリクエストしているクライアントは、必ずしもnotificationのconsumerである必要はあ
りません。言い換えれば、クライアントは「他のnotification consumerにかわって」サブスクリプショ
ンを行うことができます。 

図 8.3. subscriberとconsumerが異なる場合のWS-Notificationインタラクション 

 

図 8.3. 「もう一つの典型的なWS-Notificationインタラクション」 に、notification consumerとproducer
の間におけるインタラクションの一例を示します。このシンプルな例ではsubscriberとconsumerが同一
の実体です。１つのnotification consumerと、2つのtopic: SystemLoadHigh と SystemFaultをpublishする
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１つのnotification producerがあります。 

1. まず初めに、notification consumerは、自分自身をSystemLoadHigh topicにサブスクライブします。
サブスクリプションに関する情報を持ったSubscription リソースが内部的に生成されています。
(この図には、示されていません)。 

2. 続いて、ある時点において、notification producerに、 SystemLoadHigh topicのnotificationを起動し
なけばならない何かがおこります。例えば、我々のサービスは、システムの負荷が「50%以上」
から「50%以下」に変わる度に、notificationを送信するように実装しているかもしれません。 

3. notification producer は、consumerのnotify operation を呼び出すことによって、consumerに
notificationを配信します。図示したように、このnotificationの配信は、notificationを起動したtopic
と結びつけられいています。 

図 8.4. subscriberとconsumerが異なる場合のWS-Notificationインタラクション 

 

一方、図 8.4. 「もう一つの典型的なWS-Notificationインタラクション」は、subscriberとconsumerが必
ずしも同じエンティティでなくても良いことを示しています。図中、subscriberはproducerに、サービ
スAが SystemLoadHigh topicに対してサブスクライブされるようにリクエストしています。notification
がトリガーされた時、そのnotificationはsubscriberではなく、サービスA(consumer)に送られます。 

WS-BrokeredNotification 

brokered notificationsでは、 broker と呼ばれる仲介者を通じてnotificationがproducerからconsumerに配信
される場合を考えます。WS-BrokeredNotification は、このnotification brokerの標準インターフェイスを
定義します。 

図 8.5. 「典型的なbrokered WS-Notificationのインタラクション」で見られる通り、notification brokerが
存在する状況では、producerはbrokerに登録し、topicをそこにpublishしなければなりません。subscriber 
(このケースでは、consumerとはことなります)もまた、直接producerにではなく、brokerを通じてsubscribe
しなければなりません。notificationが生成されると、brokerを通じてconsumerに配信されます。 

図 8.5. 典型的な brokered WS-Notificationのインタラクション 
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GT4におけるNotifications 

現時点で、GT4は一連のWS-Notifications仕様を完全に実装しているわけではありません。例えば、
brokered notificationのサポートは含まれていません。しかしながら、GT4によって、効率的な、topicに
基づくnotificationの実行が可能になります。GT4におけるWS-Notifications実装のより興味深い点の一つ
は、GT4によってresource propertyをtopicとして公開し、RPの値が変わるたびにnotificationをトリガー
させることが感嘆にできることです。別途topicを定義して、必ずしも一回のRPの変更毎にnotification
をトリガーさせないようにすることも可能です。この章の残りでは、両方のタイプのtopicをどのよう
に我々のサービスに加えることができるのか、見て行きます。 

resource propertyの変更を通知する 

サービスにnotificationを追加し、あるRPが変更される度に、クライアントが通知をうけられるように
する方法について見て行きましょう。「第３章 5つのステップで初めてのステートフルなWebサービ
スを書く」 と「第６章 Resource Properties」の場合と同様に、簡単のため、ServiceResourceHome リ
ソースホームに基づく例を使用します。 

WSDL ファイル 

我々のportTypeを、 NotificationProducer と呼ばれる標準のWS-Notifications portTypeから拡張した
ものにする必要があります。このportTypeは、consumerが特定のtopicにサブスクライブするために使用
することが可能な Subscribe operationを公開します。この例では、存在するresource propertyを選び、
topicとして公開しますので、NotificationProducer portTypeを拡張する以上のWSDLコードの追加は
必要ありません。 

初めに、WS-Notifications のnamespaceを宣言して、そのWSDLファイルをimportしなければなりません。 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions name="MathService" 
    
targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_not
if" 
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_notif" 
    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    
xmlns:wsrp="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft
-01.xsd" 
    
xmlns:wsrpw="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draf
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t-01.wsdl" 
    
xmlns:wsntw="http://docs.oasis-open.org/wsn/2004/06/wsn-WS-BaseNotification-1.2-draft-01
.wsdl"  
    xmlns:wsdlpp="http://www.globus.org/namespaces/2004/10/WSDLPreprocessor" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
<wsdl:import  
    namespace= 
    
"http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft-01.wsdl" 
    location="../../wsrf/properties/WS-ResourceProperties.wsdl" /> 
 
<wsdl:import  
    namespace= 
    "http://docs.oasis-open.org/wsn/2004/06/wsn-WS-BaseNotification-1.2-draft-01.wsdl"  
    location="../../wsrf/notification/WS-BaseN.wsdl"/> 
 
     
    <!-- ... --> 
     
     
</definitions> 

 

そして、NotificationProducer portTypeから拡張する必要があります。 

 
<portType name="MathPortType"  
    wsdlpp:extends="wsrpw:GetResourceProperty wsntw:NotificationProducer" 
    wsrp:ResourceProperties="tns:MathResourceProperties"> 
 
  <!-- <operation>s --> 
</portType> 

 

注意 

こ れ は 、 以 下 の フ ァ イ ル の 一 部 で す 
$EXAMPLES_DIR/schema/examples/MathService_instance_notif/Math.wsdl. 

最後に、これらの修正によって新しいinterfaceが作られますので、新しいWSDL namespacesをJavaのパ
ッケージにマップしなければなりません。 
 
http¥://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_notif= 
                                     org.globus.examples.stubs.MathService_instance_notif 
http¥://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_notif/bindings= 
                                     
org.globus.examples.stubs.MathService_instance_notif.bindings 
http¥://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_notif/service= 
                                     
org.globus.examples.stubs.MathService_instance_notif.service 

 

注意 

こ れ ら の 3 行 は 、 以 下 に 含 ま れ て い な け れ ば な り ま せ ん 
$EXAMPLES_DIR/namespace2package.properties. 

リソースの実装 

SimpleResourceProperty 

これまでの全ての章では、 ReflectionResourceProperty と呼ばれる、Globusによって提供される特
別のクラスを用いて、RPを実装してきました。このクラスには、「リフレクション・リソース・プロ
パティ」という名前で示されるとおり、多くの利点があります。主なものとして、RPを通常のJava変
数であるかのように扱うことができるため、実装をずっと単純にしてくれることがあります。 
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しかしながら、この章では、我々のRPを表現するために、Globusによって提供される別のクラス: 
SimpleResourceProperty を使用します。 ReflectionResourcePropertyを使うことも可能ですが、こ
れは SimpleResourceProperty を見るよい機会です。このクラスによって、実装が少し複雑になりま
すが、 resource property ドキュメント が何であるかを知っている今なら、理解が困難すぎることは
ないはずです。 
注意 

第６章の「resource propertiesをより詳しく見る」を再確認する良い機会です。 

初めに、これまでの全ての例において、我々のRPがリソースクラスにおける2つの属性としてシンプ
ルに実装されていたことを思い出してください: 
 
private int value; 
private String lastOp; 

 

ここでは、これを以下で置き換えます: 

 
/* Resource properties */ 
private ResourceProperty valueRP; 
private ResourceProperty lastOpRP; 

 

注意 

ResourceProperty はGlobusによって提供されるインターフェイスで、すべてのresource propertyはこの
インターフェイスを implementしなければなりません。例えば、ReflectionResourceProperty と 
SimpleResourcePropertyは，いずれもこれをimplementしています。 

さらに、ReflectionResourcePropertyを用いたときに行ったような、RPに対するget/setメソッドの実
装は 必要ではありません。しかしながら、後で説明する通り、実装しておくと便利です。実装してお
くことによって、特にサービスとリソース、リソースホームに実装を分割する場合、RPの取り扱いが
容易になります。 

次に、resource propertiesの初期化が必要です。我々の例では、コンストラクタで実行されます: 

 
public MathService() throws RemoteException { 
 this.propSet = new SimpleResourcePropertySet( 
   MathQNames.RESOURCE_PROPERTIES); 1 
 
 try { 
  valueRP = new SimpleResourceProperty(MathQNames.RP_VALUE); 2 
  valueRP.add(new Integer(0)); 3 
     
  4 
  lastOpRP = new SimpleResourceProperty(MathQNames.RP_LASTOP); 
  lastOpRP.add("NONE"); 
 } catch (Exception e) { 
  throw new RuntimeException(e.getMessage()); 
 } 
 
 5 
 this.propSet.add(valueRP); 
 this.propSet.add(lastOpRP); 
} 

 
1 初めに、RP のセットを生成します。実際には、空のRP ドキュメントが生成されます。この場
合、以下のようなものになるでしょう: 

 
<MathResourceProperties 
xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance_notif
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"> 
</MathResourceProperties> 

 
2 続 い て 、 SimpleResourceProperty を 作 り ま す 。 こ れ ま で の 例 と 比 べ ま す と 、

SimpleResourceProperty のコンストラクタがRPのQNameのみを要求していることに気付くで
しょう(ReflectionResourceProperty は、より多くのパラメータを必要としました)。 

3 ここで、RPの初期値を設定します。 ReflectionResourcePropertyを使うときには、単純にvalue 
属性を修正する必要があるだけでした。しかし、ここでは、 SimpleResourcePropertyのメソッ
ドを用いてこれを行わなければなりません。 new Integer(0)を加えることで、新しい Value RP 
を値0で作り出そうとしています: 

 
<tns:Value>0</tns:Value> 

 

RPに制限がなければ(unbounded)、 valueRP.addをinvokeし続けることで、 より多くの Value RP 
が作成されることに注意してください: 
 
<tns:Value>0</tns:Value> 
<tns:Value>0</tns:Value> 
<tns:Value>0</tns:Value> 

 

しかしながら、 Value は一度（そして一度しか）現れないようにRP ドキュメントで宣言されて
いますので、ここでは不可能です。 

4 新しい LastOp RPを追加するため、この前の2ステップを繰り返します。 
5 最後に、これらのRPをRP setに加えます。この時点で、我々のRP ドキュメントは以下のような
ものになっているでしょう: 
 
<MathResourceProperties 
xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_notif"> 
 <tns:Value>0</tns:Value> 
 <tns:LastOp>NONE</tns:LastOp> 
</MathResourceProperties> 

 

ResourcePropertyTopicを用いて、RPsをtopicとしてpublishする 

我々のresource propertiesは SimpleResourceProperty クラスを用いて実装されていますので、これら
の RPs を topicとして publishすることはとても単純です。 Globusによって提供される、
ResourcePropertyTopicと呼ばれるクラスを使用します。これは、resource propertyであり、かつ topic
でもあります。(具体的に言えば、ResourceProperty と Topic インターフェイスの双方をimplements
しています )。これから見ていくように、行わなければならない唯一の事は、新しい 
ResourcePropertyTopic オブジェクトを作成して、SimpleResourceProperty オブジェクトを「ラッ
プする」事です。その後、ResourcePropertyTopic オブジェクトを、リソースのRPのリスト(RP セッ
ト) 、及びtopicリストの双方に加えます。 

まず、我々のリソース・クラスはTopicListAccessor インターフェイスをimplementsしなければなり
ません。このインターフェイスは、 TopicList を返すgetTopicList メソッドの実装を要求します。
このため、TopicList 属性を我々のリソースクラスに追加して、このリソースによってpublishされる
全てのtopicを管理するようにしなければなりません。 
 
import org.globus.wsrf.TopicListAccessor; 
 
public class MathService implements Resource, ResourceProperties, 
  TopicListAccessor { 
   
 private TopicList topicList; 
  
 // ... 
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 /* Required by interface TopicListAccessor */ 
 public TopicList getTopicList() { 
  return topicList; 
 } 
} 

 

次に、topicリストを初期化して、ResourcePropertyTopic オブジェクトを生成し、それをRP のセッ
ト と topicリストに加えます: 
 
public MathService() throws RemoteException { 
 /* Create RP set */ 
 this.propSet = new SimpleResourcePropertySet( 
   MathQNames.RESOURCE_PROPERTIES); 
 
 /* Initialize the RP's */ 
 try { 
  valueRP = new SimpleResourceProperty(MathQNames.RP_VALUE); 
  valueRP.add(new Integer(0)); 
 
  lastOpRP = new SimpleResourceProperty(MathQNames.RP_LASTOP); 
  lastOpRP.add("NONE"); 
 } catch (Exception e) { 
  throw new RuntimeException(e.getMessage()); 
 } 
 
 1 
 this.topicList = new SimpleTopicList(this); 
 
 2 
 valueRP = new ResourcePropertyTopic(valueRP); 
 ((ResourcePropertyTopic) valueRP).setSendOldValue(true); 
 
 lastOpRP = new ResourcePropertyTopic(lastOpRP); 
 ((ResourcePropertyTopic) lastOpRP).setSendOldValue(true); 
 
 3 
 this.topicList.addTopic((Topic) valueRP); 
 this.topicList.addTopic((Topic) lastOpRP); 
  
 this.propSet.add(valueRP); 
 this.propSet.add(lastOpRP); 
} 

 
1 Globusが提供する SimpleTopicList クラスを用いて、topicリストを初期化します。 
2 以前生成したSimpleResourceProperty オブジェクトを ResourcePropertyTopic オブジェクト
の「内側に」入れます。  valueRP属性とlastOpRP属性  (ResourceProperty型 ) が、元々の
SimpleResourceProperty オブジェクトではなく、 ResourcePropertyTopic オブジェクトにセ
ットされていることに、注目してください。 

続いて、ResourcePropertyTopicに含まれるすばらしい機能を有効化します。これによって

notificationに新しい値(RPが変更された時)だけではなく、古い値も含まれるようになります。 
3 最後に、ResourcePropertyTopic オブジェクトをtopicリストに加えます。 

注意 

上 記 の コ ー ド は 、 以 下 の 一 部 で す 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/notif/impl/MathService.java. 

サービスの実装 

SimpleResourceProperty オブジェクトを用いてRPsを表現するようになりましたので、add と 
subtract メソッドの実装を修正しなければなりません。しかしながら、以下の変更はnotificationを使
っているという事実と直接関係しないことを考慮して下さい。ResourcePropertyTopicを使用してい

る時には、RPの値を変更すればいつでも、notificationが自動的に 送出されます。notificationをトリガ

日本語版：グリッド協議会



 Notifications  

 108  

ーするためにコードを加える必要はありません。 

すでに指摘したように、SimpleResourceProperty オブジェクトを使用することで、RPとのインタラ
クションは少し難しくなります。ReflectionResourceProperty を使っているときには、add メソッ
ドはこのようにシンプルでした: 
 
public AddResponse add(int a) throws RemoteException { 
 value += a; 
 lastOp = "ADDITION"; 
 
 return new AddResponse(); 
} 

 

しかしながら、今度は、コードは以下のようなものになります: 

 
public AddResponse add(int a) throws RemoteException { 
 Integer value = (Integer) valueRP.get(0); 1 
 value = new Integer(value.intValue()+a); 2 
 valueRP.set(0, value); 3 
 lastOpRP.set(0,"ADDITION"); 4 
  
 return new AddResponse(); 
} 

 

注意 

上 記 の コ ー ド は 、 以 下 の 一 部 で す 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/notif/impl/MathService.java. 

1 Value RPの、現在の値を取り出します。このRPは値を一つ(一つだけ)持てますので、get メソッ
ドを用いてポジション0 の値にアクセスする必要があります。 get は オブジェクトを返しますか
ら, これをInteger オブジェクトにキャストする必要があります。 

2 次に、実際の加算を行います。 
3 続いて、Value RPの値を、set メソッドを用いて変更します。 繰り返しますが、このRPは値を
一つだけしか保持できませんので、新しい値はRPの最初の位置（ポジション 0)に置かれます。 

4 最後に, LastOp RP の値を、再度、set メソッドを用いて変更します。 

実装を分離した場合のRPへのアクセス 

この例では、ServiceResourceHome を用いることによって、サービスとリソースを同一のクラスに実
装することが可能になっている事を思い出してください。これは、add メソッドと subtract メソッ
ドが、 RPをあらわすResourceProperty オブジェクトに直接アクセスできるることを意味します。 

しかしながら、「第４章 単一リソース」や「第５章 複数リソース」のように実装を分離した場合に
は、こうではなくなります。これらの場合、リソースの ResourceProperties インターフェイスを用
いて、 RPのセット、及びRP自体にアクセスする必要があります。この場合は、コードは下のように
なります: 
 
public AddResponse add(int a) throws RemoteException { 
 MathResource mathResource = getResource(); 
  
 ResourceProperty valueRP = mathResource.propSet.get(MathQNames.RP_VALUE); 
 Integer value = (Integer) valueRP.get(0); 
 value = new Integer(value.intValue()+a); 
 valueRP.set(0, value); 
  
 ResourceProperty lastOpRP = mathResource.propSet.get(MathQNames.RP_LASTOP); 
 lastOpRP.set(0,"ADDITION"); 
  
 return new AddResponse(); 
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} 

 

もちろん、これによって何か状況が良くなるわけではありません。SimpleResourcePropertyはRP用の
get/setメソッドの実装を要求しませんが，リソースに実装しておくことが良い考えであるのはこのため
です。 つまり、以下をリソースに加えておくのです。 

 
public int getValue() { 
 Integer value_obj = (Integer) valueRP.get(0); 
 return value_obj.intValue(); 
} 
 
public void setValue(int value) { 
 Integer value_obj = new Integer(a); 
 valueRP.set(0, value_obj); 
} 
 
public String getLastOp() { 
 String lastOp_obj = (String) lastOpRP.get(0); 
 return lastOp_obj; 
} 
 
public void setLastOp(String lastOp) { 
 valueRP.set(0, lastOp); 
} 

 

これらのget/set メソッドを用いると、add メソッドは以下のように実装できます: 

 
public AddResponse add(int a) throws RemoteException { 
 MathResource mathResource = getResource(); 
  
 mathResource.setValue(mathResource.getValue() + a); 
 mathResource.setLastOp("ADDITION"); 
 
 return new AddResponse(); 
} 

 

もちろん、この方がずっと良く見えます。事実この方法は、add や subtract を、「第４章 単一リソ
ース」と「第５章 複数リソース」で実装した方法に良く似ています。 

Deployment Descriptor 

WS-Notifications portTypesを使うためには、WSDDファイルを修正して、我々のサービスが、これらの
portTypesについてはGlobusが提供するoperation providerに頼ることを明確にしなければなりません。 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<deployment name="defaultServerConfig"  
    xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"  
    xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java"  
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
    <service name="examples/core/notifications/MathService" provider="Handler" 
use="literal" style="document"> 
        <parameter name="className" 
value="org.globus.examples.services.core.notifications.impl.MathService"/> 
        
<wsdlFile>share/schema/examples/MathService_instance_notif/Math_service.wsdl</wsdlFile> 
        <parameter name="allowedMethods" value="*"/> 
        <parameter name="handlerClass" value="org.globus.axis.providers.RPCProvider"/> 
        <parameter name="scope" value="Application"/> 
        <parameter name="providers" value="GetRPProvider SubscribeProvider 
GetCurrentMessageProvider"/> 
        <parameter name="loadOnStartup" value="true"/> 
    </service> 
 
</deployment> 
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注意 

こ の フ ァ イ ル は 、 以 下 で す 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/core/notif/deploy-server.wsdd. 

コンパイルとデプロイ 

サービスをビルドしましょう: 
 
./globus-build-service.sh notifications 

 

そしてデプロイしまｓ 
 
globus-deploy-gar $EXAMPLES_DIR/org_globus_examples_services_wsrf_core_notifications.gar 

 

クライアントのコード 

このサービスを試験するには、2つのクライアントが必要です。最初のクライアントは、notificationの
リスナー を担当し、多くの新しいコードを含みます。2番目のクライアントはとてもシンプルなクラ
イアントで、add operationを呼び出します。これによって、Value RPに起こる変化 (add operationが引
き起こすもの)が本当にリスナー・クライアントに通知されるか、試験することができます。 

リスナー・クライアント 

このクライアントは、2つの重要な部分から構成されます: 

1. サブスクリプション: このコード・ブロックは、Value RP (思い出してください。これは、topic
としても公開されています)へのサブスクリプションのセットアップを担当します。サブスクリプ
ションをセットアップしたら、このブロックのコードは単に無限ループします。 

2. デリバリー: サブスクリプションがセットアップされ、プログラムのメインスレッドが無限ルー
プを行っている状態になると、クライアントにnotificationが到達する毎に、デリバリーのコードが
呼び出されます。実際、リスナーは NotifyCallback インターフェイスをimplementsしなければ
なりません。このインターフェイスはdeliver メソッドが実装されることを要求します。このメ
ソッドは入ってくるnotificationの取り扱いを担当します。 

 
public class ValueListener implements NotifyCallback { 
 
} 

 

まず、サブスクリプションをセットアップするコードを見て行きましょう。このコードはrunと呼ばれ

るメソッドの中にあります。このメソッドは、notification producerのURIを、唯一のパラメータとして
想定しています。 
 
public void run(String serviceURI) { 
 try { 
  1 
  NotificationConsumerManager consumer; 
 
  2 
  consumer = NotificationConsumerManager.getInstance(); 
  consumer.startListening(); 
  EndpointReferenceType consumerEPR = consumer 
    .createNotificationConsumer(this); 
 
  3  
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  Subscribe request = new Subscribe(); 
  request.setUseNotify(Boolean.TRUE); 
  request.setConsumerReference(consumerEPR); 
 
  4 
  TopicExpressionType topicExpression = new TopicExpressionType(); 
  topicExpression.setDialect(WSNConstants.SIMPLE_TOPIC_DIALECT); 
  topicExpression.setValue(MathQNames.RP_VALUE); 
  request.setTopicExpression(topicExpression); 
 
    
  5 
  WSBaseNotificationServiceAddressingLocator notifLocator =  
   new WSBaseNotificationServiceAddressingLocator(); 
  EndpointReferenceType endpoint = new EndpointReferenceType(); 
  endpoint.setAddress(new Address(serviceURI)); 
  NotificationProducer producerPort = notifLocator 
    .getNotificationProducerPort(endpoint); 
 
  6 
  producerPort.subscribe(request); 
 
  7 
  System.out.println("Waiting for notification. Ctrl-C to end."); 
  while (true) { 
   try { 
    Thread.sleep(30000); 
   } catch (Exception e) { 
    System.out.println("Interrupted while sleeping."); 
   } 
  } 
 } catch (Exception e) { 
  e.printStackTrace(); 
 } 
} 

 
1 このクライアントは、notificationのconsumerとして振舞うことになります。これは、クライアン
トがnotification producerによって呼び出されるNotify operationを公開しなければならないことを
意味します。これを実現するためには、このクライアントがクライアント、そしてサーバとして

も振舞わなければなければなりません。幸いにも、 Globusによって提供される
NotificationConsumerManager と呼ばれるクラスのおかげで、私たちはこの実現に含まれ得るや
っかいな事柄から守られています. 

2 NotificationConsumerManagerのstartListening メソッドが呼び出されると、クライアントは、
標準のNotificationConsumer portTypeを実装するサービスをホスティングするサーバーになり
ます。このために、このサービスはendpoint referenceを持つことになります。このEPRは 
NotificationProducerがnotificationを配信するのに使われますので、知っておく必要があります。 

3 リモートSubscribe 呼び出しのためのリクエストを作成します。この際に2つのプロパティをセ
ットしなければなりません: notificationの配送に、producerが標準の Notify operationを用いなけれ
ばならないかどうかのフラグ(通常、常にtrueにします)、及びconsumerのEPRです。 

4 次に、サブスクライブしたいtopicをあらわすTopicExpressionType オブジェクトを作成します。
Value RPに対してサブスクライブしようとしていることに注目して下さい。 

5 この時点で、Subscribe リクエストは、notification producerに送信できる状態になっています。
これを実行するため、リモート・サービスにある標準 NotificationProducer portTypeへのリフ
ァレンスを取得する必要があります。 

6 これで、サブスクリプションのリクエストを送る準備が整いました。 
7 最後に、プログラムを無限ループさせます。クライアントのスレッドをループの間スリープさせ
ていることに着目してください。 このことは、クライアントがnotificationを受け取る能力には影
響を与えません。notificationが配信されてきたときには、クライアントは起こされるからです。 

今度は、入ってくるnotificationを取り扱うコードを見て行きましょう。 deliveryが NotifyCallback 
インターフェイスによって必要とされていることを思い出して下さい。もしこれを実装しなければ、

クライアントはnotificationを受け取ることができないでしょう。 

 
public void deliver(List topicPath, EndpointReferenceType producer, 1 
  Object message) { 
 ResourcePropertyValueChangeNotificationElementType notif_elem; 
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 ResourcePropertyValueChangeNotificationType notif; 
 
 2 
 notif_elem = (ResourcePropertyValueChangeNotificationElementType) message; 
 notif = notif_elem.getResourcePropertyValueChangeNotification(); 
 
 if (notif != null) { 
  System.out.println("A notification has been delivered"); 
    
  3 
  System.out.print("Old value: "); 
  System.out.println(notif.getOldValue().get_any()[0].getValue()); 
  System.out.print("New value: "); 
  System.out.println(notif.getNewValue().get_any()[0].getValue()); 
 } 
} 

 
1 deliver メソッドには、3つのパラメータがあります: 

1. topicPath: notificationを生成したtopic 

2. producer: notification producerのEPR 

3. message: 実際のnotification。 Object型で表現されていることに着目してください。より便
利な型にキャストする必要があるでしょう。 

2 ResourcePropertyTopic を用いてRPsに発生した変更を通知している場合には、notification メッ
セージは ResourcePropertyValueChangeNotificationElementType型になります。そしてこの型
は、 ResourcePropertyValueChangeNotificationType型のオブジェクトを含みます。 このオブ
ジェクトこそ、RPの新しい値を含むものです。この例では、古い値もnotificationに含めるよう依
頼していたことを思い出してください。 

3 最後に、 RPの古い値と新しい値を表示します。 

注意 

上 記 の コ ー ド は 、 以 下 の 一 部 で す 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/clients/MathService_instance_notif/ValueListener.java 

加算を行うクライアント 

加算を行うクライアントには、説明は不要です。以前の章でお見せしたものと、同じです。 
注意 

加 算 を 行 う ク ラ イ ア ン ト の ソ ー ス コ ー ド は 、 以 下 で す 。 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/clients/MathService_instance_notif/ClientAdder.java 

もし、クライアントの動作がよくわからない場合には、第５章5.9.2の「加算クライアント」を読み直
す良い機会です。 

コンパイルと実行 

初めに、リスナーのクライアントをコンパイルしましょう: 
 
javac ¥ 
-classpath $CLASSPATH:build/stubs/classes/ ¥ 
org/globus/examples/clients/MathService_instance_notif/ValueListener.java 

 

2つのクライアントを使おうとしていますから、リスナーは別なコンソールで走らせて下さい。 
 
java ¥ 
-DGLOBUS_LOCATION=$GLOBUS_LOCATION ¥ 
-classpath $CLASSPATH:build/stubs/classes/ ¥ 
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org/globus/examples/clients/MathService_instance_notif/ValueListener ¥ 
http://127.0.0.1:8080/wsrf/services/examples/core/notifications/MathService 

 

注意 

GLOBUS_LOCATIONプロパティを定義しなければならないことに注意してください。これは、GT4がイン
ストールされたディレクトリに設定されなければなりません。先に述べた通り、このクライアントは

サーバーとしても振舞うため、これを定義しておく必要があるのです。クライアントは、全てのGlobus
のファイルがどこにあるのかを知っておく必要があります。(このなかのいくつかのファイルが、サー
バーとして動作するために必要だからです). 

全てがうまく行けば、以下が表示されるでしょう: 
 
Waiting for notification. Ctrl-C to end. 

 

それでは, 加算を行うクライアントをコンパイルしましょう: 
 
javac ¥ 
-classpath $CLASSPATH:build/stubs/classes/ ¥ 
org/globus/examples/clients/MathService_instance_notif/ClientAdd.java 

 

そして実行して下さい: 
 
java ¥ 
-classpath $CLASSPATH:build/stubs/classes/ ¥ 
org/globus/examples/clients/MathService_instance_notif/ClientAdd ¥ 
http://127.0.0.1:8080/wsrf/services/examples/core/notifications/MathService ¥ 
10 

 

全てがうまくいけば、以下が表示されるでしょう: 
 
Value RP: 10 
LastOp RP: ADDITION 

 

ここで、リスナー・クライアントが実行されているコンソールを確認すると、以下のようになってい

るはずです: 
 
A notification has been delivered 
Old value:0 
New value:10 

 

もう一度、加算を行うクライアントを実行してみましょう: 
 
Value RP: 20 
LastOp RP: ADDITION 

 

リスナーの出力は、以下のようになるでしょう。 
 
A notification has been delivered 
Old value:10 
New value:20 
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付録 A. 手引き 

WSRF の ステートフルなWebサービスのための WSDL 
記述 

この手引きでは、あるポート・タイプのシンプルなWSDL記述を書く方法を、ステップバイステップ
で解説します。簡単なものならば、同じ手順を踏んで、他のWSDLファイルを生成するのは容易です
が、このガイドはWSDLの網羅的なガイドになるようには作られていません。より複雑なポート・タ
イプ (例えば、整数、文字列といった基本型ではなく、複合クラスをパラメータとして渡したり、返
り値として戻したりするもの) を書く場合は、WSDL と XMLスキーマの習得することを考慮するこ
とを、強くお勧めします。更なる習得のために、この付録の最後に参照情報をいくつか挙げておきま

す。 

それはそれとして、WSDLを書き始めましょう! 以下の Java のインターフェイスに対応する WSDL 
の記述を書いてみます: 
 
public interface Math 
{ 
  public void add(int a); 
 
  public void subtract(int a); 
   
  public int getValueRP(); 
} 

 

さらに、我々のポート・タイプは二つのリソース・プロパティを持ちます: 整数型の "value" と文字
列型の "lastOp" です。このインターフェイスは、このチュートリアルのサンプルのあちこちで使われ
ているものです。 

WSDLの要点 

まず初めに、WSDLファイルのroot要素を書かなくてはなりません。それは、<definitions>になります。 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions name="MathService" 
    targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    
xmlns:wsrp="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft
-01.xsd" 
    
xmlns:wsrpw="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draf
t-01.wsdl" 
    xmlns:wsdlpp="http://www.globus.org/namespaces/2004/10/WSDLPreprocessor" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
</definitions> 

 

このタグには、重要な属性が二つあります: 

• name:WSDLファイルの'名前'です。ポート・タイプの名前とは関係がありません。 

• targetNamespace:WSDLファイルのターゲット名前空間です。つまり、このWSDLファイルで定義
されるポート・タイプとオペレーションは全て、この名前空間に属するということを意味します。 
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XML名前空間 

XML名前空間とは基本的に、似たような'物事'をひとまとめにする手段です。ここでは'物事'という曖
昧な表現を使っていますが、その理由は、XML名前空間が使われるのがWSDLだけとは限らないから
で、多くのXML言語の中でも、同じよう何かをまとめてXML名前空間でグルーピングします (WSDL 
に特有の、ポート・タイプやオペレーションだけではないのです)。XML名前空間は妥当なURIでなけ
ればなりませんが、必ずしも実在するものである必要はありません(実際、これから使おうとしている
URIをブラウザーで開こうとしても、Page Not Foundエラーが返されるでしょう)。 

root要素は、これから使おうとする全ての名前空間を宣言するのにも使われます。名前空間tnsがター

ゲット名前空間であることに注意して下さい。その他の名前空間の宣言は、そのままコピーします。 

次に、後々必要となる定義を含むWSDLをインポートする必要があります。 

 
<wsdl:import  
    namespace= 
    
"http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft-01.wsdl" 
    location="../../wsrf/properties/WS-ResourceProperties.wsdl" /> 

 

注意 

一般に、我々のサービスで使う WSRF の仕様(WS-ResourcePropertiesなど) に対応する WSDL ファイ
ルは、全てインポートします。後で見るように、WSRF の他の部分を使う場合には、その他の WSDL 
ファイルをインポートする必要があります。 

ポート・タイプ 

それでは、<portType>タグを使って、ポート・タイプを定義していきます: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions ... > 
 
<portType name="MathPortType"  
    wsdlpp:extends="wsrpw:GetResourceProperty" 
    wsrp:ResourceProperties="tns:MathResourceProperties"> 
 
 <operation name="add"> 
  <input message="tns:AddInputMessage"/> 
  <output message="tns:AddOutputMessage"/> 
 </operation> 
         
 <operation name="subtract"> 
  <input message="tns:SubtractInputMessage"/> 
  <output message="tns:SubtractOutputMessage"/> 
 </operation> 
 
 <operation name="getValueRP"> 
  <input message="tns:GetValueRPInputMessage"/> 
  <output message="tns:GetValueRPOutputMessage"/> 
 </operation> 
 
</portType> 
 
</definitions> 

 

<portType>タグには三つの重要な属性があります: 

• name: ポート・タイプの名前です. 

• wsdlpp:extends: これは  WSDLの標準的なものではなく、 Globus により提供される
WSDLPreprocessor 名前空間に属するものです (名前空間宣言で wsdlppがどのように宣言されて
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いるかに注目して下さい)。厳密なWSDL を書く場合、WSRF の仕様書からオペレーションやポー
ト・タイプを取り込む方法は、それぞれの仕様の WSDL ファイルから、それらの定義を実際にコ
ピー&ペーストするしかありません。もちろん、これはエラーが生じやすい方法です。利便性を考
え、これを自動的に行なってくれる WSDL プリ・プロセッサーを Globus は提供しています。
wsdlpp:extends属性を使うことで、GetResourcePropertyポート・タイプをWS-ResourceProperties 
の WSDL ファイルからインポートするよう、WSDLプリ・プロセッサーに指示しています。この
ポート・タイプは、「第６章 Resource Properties」で最初に使われています。 

• wsrp:ResourceProperties: この属性は、サービスのリソース・プロパティが何であるのかを指定し
ます。この属性の意味は、後程説明します。 

警告 

第３章3.１.2の「WSRF および Globus に特有な WSDL の機能」に示した WSDL プリ・プロセッサ
ーに関する警告を読んでださい。 

<portType>の中に<operation>タグがありますが、それらの対象となっているのが、我々のWebサービ
スの3つのオペレーション: add, subtract,and getValueRP です。これらはどれもよく似たものですの
で、そのうちaddの<operation>タグだけを詳しく見てみましょう。 
 
<operation name="add"> 
  <input message="tns:AddInputMessage"/> 
  <output message="tns:AddOutputMessage"/> 
</operation> 

 

<operation>タグには<input>タグと<output>タグが含まれます。これら二つのタグはmessage属性を

持ち、それによって、オペレーションが呼び出された時 (入力メッージ) や、正常終了した時 (出力メ
ッセージ) に、どのようなメッセージがやり取りされるべきかを指定します。ですので、オペレーシ
ョンのメッセージを定義する必要があります。 

メッセージ 

以下はaddオペレーションに対応するメッセージです。subtractやgetValueRPオペレーションのメッ

セージも同様です。 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions ... > 
 
<message name="AddInputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:add"/> 
</message> 
<message name="AddOutputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:addResponse"/> 
</message> 
 
<!-- ポート・タイプ --> 
 
</definitions> 

 

それぞれの message の名前が、<input>タグや<output>タグの message 属性に書かれているものと、
同様に書かれていなければならない点に注意して下さい。最終的に、messege はいくつかの<part>で

構成されます。我々のメッセージには part が一つしかなく、単一のXML要素が渡されています。例
えば、AddOutputMessageには addResponse 要素が含まれています (ターゲット名前空間である、tns

名前空間の一部になっている様子に注目して下さい)。 

リクエストとレスポンスの型 
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これらの要素の定義は、XMLスキーマを用いて<types>タグという新しいタグの内部で行なわれます。

以下はadd要素とaddResponse要素の定義になります: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions ... > 
 
<types> 
<xsd:schema 
targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
     
 
 <!-- リクエストとレスポンス --> 
  
 <xsd:element name="add" type="xsd:int"/> 
 <xsd:element name="addResponse"> 
  <xsd:complexType/> 
 </xsd:element> 
 
 <!-- 型定義が続く --> 
         
</xsd:schema> 
</types> 
 
<!-- メッセージ --> 
 
<!-- ポート・タイプ --> 
 
</definitions> 

 

<types>タグには<xsd:schema>タグが含まれます。<xsd:schema>の属性は、targetNamespace以外はそ

のままコピーし、targetNamespaceはWSDL文書のターゲット名前空間と同じにします。 

add要素 (これは、addオペレーションのinputメッセージの一部でしたね) は addオペレーションの一
つの入力パラメータを表現しますので、その型を指定する属性を持っているのです(type 属性で 
xsd:int、すなわちXMLスキーマにおける整数型を指定しているのに注目して下さい)。 

add オペレーションにパラメータを二つ持たせたければ、add要素を以下のように宣言します： 

 
<xsd:element name="add"> 
    <xsd:complexType> 
    <xsd:sequence> 
        <xsd:element name="a1" type="xsd:int"/> 
        <xsd:element name="a2" type="xsd:int"/> 
    </xsd:sequence> 
    </xsd:complexType> 
</xsd:element> 

 

このケースでは、add オペレーションは整数型の二つのパラメータ(a1 と a2)をとります。複数のパラ
メータを指定するには、XMLスキーマのcomplexTypeタグを使う必要があることに注意して下さい。 

一方 addResponse要素 (add オペレーションの出力メッセージ、つまり返り値の一部) のほうは、
addResponse要素は空のcomplexType要素になっています。add オペレーションは何も値を返さないか
らです。 

subtractオペレーションとgetValueRPオペレーションに対する型の定義も同様に行われます。 

リソース・プロパティを宣言する 

もう少しで終了です。あとは、サービスのリソース・プロパティを宣言するだけです。これもまた、

WSDL 文書の <types>部分でなされ、これまで見てきた全ての宣言とともに、<schema>タグの中で定
義されます。 
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初めに、ポート・タイプをもう一度、軽く見てみましょう: 

 
<portType name="MathPortType"  
    wsdlpp:extends="wsrpw:GetResourceProperty" 
    wsrp:ResourceProperties="tns:MathResourceProperties"> 
 
 <!-- operations --> 
 
</portType> 

 

wsrp:ResourceProperties属性によって、サービスのリソース・プロパティを指定します。我々のケ

ースでは、リソース・プロパティはMathResourcePropertiesという要素の中にあります。これを WSDL 
文書の中の<types>部分で宣言しなければなりません。 
 
<types> 
<xsd:schema 
targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
 
 <!-- リクエストとレスポンスの宣言 --> 
 
 
  
 <xsd:element name="Value" type="xsd:int"/> 
 <xsd:element name="LastOp" type="xsd:string"/> 
 
 <xsd:element name="MathResourceProperties"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="tns:Value" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xsd:element ref="tns:LastOp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
  
         
</xsd:schema> 
</types> 

 

この宣言は、MathResourcePropertiesには、ValueとLastOpという二つのリソース・プロパティがあ

り、それぞれ一度だけ出現することを表わしています (maxOccursの値を変えることで、配列のリソー
ス・プロパティを指定することができます)。 

まとめると... 
WSDL全体は次のようになります: 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions name="MathService" 
    targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    
xmlns:wsrp="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft
-01.xsd" 
    
xmlns:wsrpw="http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draf
t-01.wsdl" 
    xmlns:wsdlpp="http://www.globus.org/namespaces/2004/10/WSDLPreprocessor" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 
<wsdl:import  
    namespace= 
    
"http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-ResourceProperties-1.2-draft-01.wsdl" 
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    location="../../wsrf/properties/WS-ResourceProperties.wsdl" /> 
 
 
<!============================================================== 
 
                      T Y P E S 
                       
  ==============================================================> 
<types> 
<xsd:schema 
targetNamespace="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns:tns="http://www.globus.org/namespaces/examples/core/MathService_instance" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
     
 
 <!-- リクエストとレスポンス --> 
  
 <xsd:element name="add" type="xsd:int"/> 
 <xsd:element name="addResponse"> 
  <xsd:complexType/> 
 </xsd:element> 
 
 <xsd:element name="subtract" type="xsd:int"/> 
 <xsd:element name="subtractResponse"> 
  <xsd:complexType/> 
 </xsd:element> 
 
 <xsd:element name="getValueRP"> 
  <xsd:complexType/> 
 </xsd:element> 
 <xsd:element name="getValueRPResponse" type="xsd:int"/> 
 
 
 <!-- リソース・プロパティ --> 
 
 <xsd:element name="Value" type="xsd:int"/> 
 <xsd:element name="LastOp" type="xsd:string"/> 
 
 <xsd:element name="MathResourceProperties"> 
 <xsd:complexType> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element ref="tns:Value" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
   <xsd:element ref="tns:LastOp" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 </xsd:element> 
         
</xsd:schema> 
</types> 
 
 
<!============================================================== 
 
                       M E S S A G E S 
                       
  ==============================================================> 
<message name="AddInputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:add"/> 
</message> 
<message name="AddOutputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:addResponse"/> 
</message> 
 
<message name="SubtractInputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:subtract"/> 
</message> 
<message name="SubtractOutputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:subtractResponse"/> 
</message> 
 
<message name="GetValueRPInputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:getValueRP"/> 
</message> 
<message name="GetValueRPOutputMessage"> 
 <part name="parameters" element="tns:getValueRPResponse"/> 
</message> 
 
 
 
<!============================================================== 
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                       P O R T T Y P E 
                       
  ==============================================================> 
<portType name="MathPortType"  
    wsdlpp:extends="wsrpw:GetResourceProperty" 
    wsrp:ResourceProperties="tns:MathResourceProperties"> 
 
 <operation name="add"> 
  <input message="tns:AddInputMessage"/> 
  <output message="tns:AddOutputMessage"/> 
 </operation> 
         
 <operation name="subtract"> 
  <input message="tns:SubtractInputMessage"/> 
  <output message="tns:SubtractOutputMessage"/> 
 </operation> 
 
 <operation name="getValueRP"> 
  <input message="tns:GetValueRPInputMessage"/> 
  <output message="tns:GetValueRPOutputMessage"/> 
 </operation> 
 
</portType> 
 
</definitions> 

 

まとめると、WSRF の Webサービスのための WSDL ファイルを書くのに必要な基本ステップは以下
のようなります。 

1. ルート要素である<definitions>を書く。 

2. <portType>を書く。 

3. ポート・タイプの中の、それぞれのオペレーションに対応する入力<message>と出力<message>を

書く。 

4. <types>を書く。これには、リクエストとレスポンスの宣言と、リソース・プロパティの宣言が含

まれる。 

WSDL を書き慣れた人ならば、もっと違った方法で WSDL を書けるかもしれません (もっとコンパ
クトなWSDLを書く方法もあることでしょう)。しかしながら、これは最もステップ・バイ・ステップ
に書いていく方法で、おそらくビギナーにとっては最良でしょう。さらに、このガイドは、ごく基本

的なWSDLの書き方を、手短に解説したものであることを覚えておいて下さい。void multiply(int a) の
ような基本的なオペレーションを追加するのには困らないはずですが、より複雑なポート・タイプに

は WSDL と XMLに関するより高度な知識が必要です。 

チュートリアルのビルド・スクリプトを使用する 

このチュートリアルで使われているビルド・スクリプトは  Globus Service BuildTools 
[http://gsbt.sourceforge.net/] プロジェクトの一部です。GSBT の Webサイトには、自分のプロジェクト
のためのビルド・スクリプトを使う方法についての情報が記載されています。ま

た、./globus-build-service.sh-hを実行して、スクリプトがサポートするその他のオプションを全

て見ることもできます。 
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付録 B. チュートリアルのディレクト
リ構造 

このチュートリアルは特定のディレクトリ構造に従っており、インターフェイスのファイル (WSDL) 、
サービス実装のファイル (Javaと WSDD)、クライアント実装のファイル (Java) を明確に分割してい
ます。付属の Ant ビルド・ファイルとビルド・スクリプトを使って、サンプルをそのまますぐにコン
パイルしたい場合、このディレクトリ構造をそのまま保存しなければなりません。この付録では、こ

のチュートリアル全般に渡って使用されるディレクトリ構造について述べます。 

概要 

以下は三つの主な形式のファイル (WSDL, サービス、クライアントのファイル) がどこに位置するか
を示しています。それぞれのファイル形式の詳細は後述します。 
 
$EXAMPLES_DIR 
  | 
  |-- schema/    
  |    | 
  |    |-- examples/             ----->  WSDLファイル 
  | 
  |-- org/ 
       | 
       |-- globus/ 
            | 
            |-- examples/ 
                 | 
                 |-- services/   ----->  サービス実装ファイル 
                 | 
                 |-- clients/    ----->  クライアント実装ファイル 

 

ビルド・ファイル 

サンプルをビルドするのに必要な全てのファイルは$EXAMPLES_DIR直下に入っています: 

• Ant ビルド・ファイル 

• ビルド・スクリプト 

• 名前空間マッピングファイル 

WSDL ファイル 

$EXAMPLES_DIR/schema/examples/ディレクトリ内には,このチュートリアルで述べられる、それぞれの
サービス・インターフェースごとにサブ・ディレクトリが設けられています。これらのサブ・ディレ

クトリにはWSDLファイルと、サポートのXMLスキーマファイルが含まれます。 

実装ファイル 

このチュートリアルのサービスの実装クラスは、以下のパッケージの中にあります: 
 
org.globus.examples.services 
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このパッケージ中には、チュートリアルのそれぞれのパートに対応するサブパッケージがあります 
(今のところコアとセキュリティだけです)。そして、それらのサブパッケージの中には、それぞれの
サンプルに対応するサブ・サブパッケージがあります。例えば、チュートリアルの初めのサンプルを

例にとります。チュートリアルの"GT4コア"というパートの "first"とうサンプルですので、その実装ク
ラスが配置されるパッケージは以下になります: 
 
org.globus.examples.services.core.first 

 

これは、このサンプルのベースとなるパッケージになります。一般的に、ベースのパッケージは以下
のような形式をとります: 
 
org.globus.examples.services.<part>.<example> 

 

例えば、"GT4コア"のパートの"リソース・プロパティ"の例に対応するベース・パッケージは、
org.globus.examples.service.core.rpとなり、このベース・パッケージに対応するディレクトリは以下に
なります: 
 
$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/services/<part>/<example>/ 

 

このディレクトリに、サービスのファイルを全て配置します: 
 
Base package directory 
  | 
  |-- server-deploy.wsdd   ----->  配備記述子ファイル 
  | 
  |-- impl/                ----->  実装クラス 
  | 
  |-- config/              ----->  セキュリティ設定ファイル 

 

クライアントのコード 

$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/clients/ ディレクトリには、このチュートリアルで示された個々
のサービスインターフェイスに対応するクライアントを収めたサブ・ディレクトリがあります。例え

ば、$EXAMPLES_DIR/schema/examples/MathService_instance/ のサービス・インターフェースに対す
るクライアントは、$EXAMPLES_DIR/org/globus/examples/clients/MathService_instance/の下にあります。 
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