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はじめに

本書の目的

本書は、IM-BloomMaker for Accel Platform（以下 IM-BloomMaker）の前処理の実装方法とサンプル実装を説明します。

説明範囲は以下のとおりです。

前処理プログラムの実装方法

Java によるサンプルプログラム

IM-LogicDesigner のフロー定義でのサンプルプログラム

対象読者

本書では以下のユーザを対象としています。

IM-BloomMakerを利用して前処理を実装したいユーザ

また、次のドキュメントを読了していると、より理解が深まります。

IM-BloomMaker ユーザ操作ガイド

サンプルコードについて

本書に掲載されているサンプルコードは可読性を重視しており、性能面や保守性といった観点において必ずしも適切な実装ではありませ

ん。 開発においてサンプルコードを参考にされる場合には、上記について十分に注意してください。

本書の構成

前処理を実装する

前処理プログラムの実装方法について説明します。

前処理のサンプル実装

Java と IM-LogicDesigner のフロー定義による前処理プログラムについて説明します。
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前処理プログラム

前処理を実装する

前処理を実装するには、デザイナで作成する画面で必要となる情報はなにか？を決めなければいけません。 必要な情報は、デザイナの
変数タブ「入力」 ( $input ) で定義します。 $input にはキー名、型、そして構造をプロパティとして定義します。

前処理では、このプロパティにセットする値を生成する処理を実装していきます。 一つの前処理だけでは処理が複雑になる場合、複数
の前処理プログラムに分割して実装します。

前処理に外部から値を渡したい場合、送信元からクエリパラメータやリクエストボディとして送信してください。クエリパラメータの例

を リクエストパラメータの解析 で説明します。

前処理の実装方式

前処理には以下の2つの実装方式があります。

Java の前処理クラスを実装する
IM-LogicDesigner のフローを定義する

前処理はルーティングに紐付けられます。

前処理はコンテンツに依存しないので、複数のコンテンツに共通の前処理を指定できます。 一方で、コンテンツを編集する機能である
デザイナやプレビュー画面で前処理を実行することはできません。

前処理の実行順序と引数

ルーティングに指定した URL にアクセスすると、前処理が指定された順に実行されます。 前処理が実行されると、引数としていくつか
の値が渡されます。

パス

リクエストのパス

パス変数

スクリプト開発モデル プログラミングガイド - ルーティング - PathVariables を参照してください。
コンテンツ情報

コンテンツの情報

解析済みリクエストパラメータ情報

リクエストパラメータの解析 で説明します。
リクエストオブジェクト

生のリクエストオブジェクト（Java の前処理クラスでのみ取得できます。IM-LogicDesigner のフロー定義では取得できま
せん）

リクエストパラメータの解析

ルーティングに指定した URL に対してパラメータを送信すると、前処理で受信できます。 単純な key-value 形式だけでなく、構造を
持ったパラメータも送信できます。

キーを . （ピリオド）でつなげると、Map として解析されます。 [] をつけると、配列として解析されます。

http://<host>:<port>/<contextPath>/<ルーティングに定義したURL>?parameter1=value1
&parameter2.property1=prop_value1&parameter2.property2=prop_value2&array1[0]=foo&array1[1]=bar

（幅の都合上改行していますが、本来は1行です。）

のようなリクエストは、

intra-mart Accel Platform — IM-BloomMaker プログラミングガイド   初版 2019-08-01  

5

index.html#parsed-request-parameter
https://www.intra-mart.jp/document/library/iap/public/development/script_programming_guide/texts/application/router/index.html#pathvariables
index.html#parsed-request-parameter


{
  "parameter1": "value1",
  "parameter2": {
    "property1": "prop_value1",
    "property2": "prop_value2"
  },
  array1: [
    "foo",
    "bar"
  ]
}

のような形に変換され、解析済みリクエストパラメータとして取得できます。

Java の前処理プログラムの場合は

public Map<String, Object> execute(final BMContentPreprocessorContext context) throws BloomMakerException {
    final String parameter1 = (String) context.getParsedRequestParameters().get("parameter1");
    final Map<String, String> parameter2 = (Map<String, String>) context.getParsedRequestParameters().get("parameter2");
    final String[] array1 = (String[]) context.getParsedRequestParameters().get("array1");

のように取得できます。

IM-LogicDesigner のフロー定義の場合は

のように定義すると、後続の処理で入力から値を取得できます。 入力のルートにある request は、フロー定義でパラメータを受けとる
で説明する解析済みリクエストパラメータ情報を表します。

フロー定義でパラメータを受けとる

フロー定義で様々な入力を取得するには、入出力定義の入力に次のようなキーを持つ object や string を定義します。

パス

キー名：path
型：string

パス変数

キー名：variables
型：object

コンテンツ情報

キー名：content
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型：object
解析済みリクエストパラメータ情報

キー名：request
型：object

型が object のものは、 リクエストパラメータの解析 のフロー定義のように必要なプロパティを定義します。

コラム

フロー定義の出力を定義する際、デザイナの変数タブの「入力」( $input ) でJSONエディタの値をコピーし、フロー定義
のJSON入力に貼り付けるとキー名と構造を正確に定義できます。

キー名の誤字は見つけづらい場合がありますので、ぜひ JSON エディタ、JSON 入力をご利用ください。

複数の前処理

複数の前処理が指定された場合、同じキーに対して値をセットすることがあります。 その場合、ルーティングに指定された順に前処理
が実行され、同じキーに対して値を上書きしていきます。 後に実行された前処理の結果が最終的な結果として扱われます。

前処理の返却値

前処理の結果は、Java では Map<String, Object> の形で、IM-LogicDesigner のフローでは object として返します。 上述の通り、
すべての前処理の結果がまとめられ、コンテンツの実行画面に渡されます。 コンテンツの実行画面では、変数の入力 ( $input ) として
取得できます。

前処理のサンプル実装

Java による前処理の実装

Java で前処理を実装するには、 jp.co.intra_mart.foundation.bloommaker.route.preprocess.BMContentPreprocessor を実装し
たクラスを作成してください。
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public class PreProcessor implements BMContentPreprocessor {

    @Override
    public Map<String, Object> execute(final BMContentPreprocessorContext context) throws BloomMakerException {
        // 返却するマップ
        final Map<String, Object> result = new HashMap<>();

        // 単純なキー・バリューをセットします。
        result.put("foo", "bar");

        // アカウントコンテキストをセットします。
        final Map<String, Object> accountContextMap = new HashMap<>();
        final AccountContext accountContext = Contexts.get(AccountContext.class);
        accountContextMap.put("calendarId", accountContext.getCalendarId());
        accountContextMap.put("encoding", accountContext.getEncoding());
        accountContextMap.put("userCd", accountContext.getUserCd());
        result.put("accountContext", accountContextMap);

        // リクエストパラメータを取得します。
        final String targetLocale = (String) context.getParsedRequestParameters().get("locale");

        // 取得したロケールに応じたフォーマットで現在日時をフォーマットします。
        final DateTimeFormatSetInfo[] formats = SystemDateTimeFormat.getFormatSets();
        final String formatsetId = Arrays.asList(formats).stream()
                .filter(format -> format.getLocale().toString().equals(targetLocale))
                .findFirst().map(format -> format.getFormatSetId())
                .orElse(SystemDateTimeFormat.getDefaultFormatSet().getFormatSetId());
        final String format = SystemDateTimeFormat.getFormats(formatsetId)
                .get("IM_DATETIME_FORMAT_DATE_STANDARD");
        final DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.withPattern(format);
        result.put("currentDate", formatter.format(new Date()));

        // 結果として、次のようなオブジェクトを返します。
        // {
        //   "foo": "bar",
        //   "accountContext": {
        //     "calendarId": "カレンダーID",
        //     "encoding": "エンコーディング",
        //     "userCd": "ユーザコード"
        //   },
        //   "currentDate": "ロケールに応じた現在日時"
        // }

        return result;
    }
}

実装した前処理の結果を受け取るためには、Im-BloomMakerのデザイナ画面で入力を設定する必要があります。設定内容は次の通りで
す。
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エレメントは以下のように配置します。

foo の右側のラベルの textContent には $input.foo を指定します。 calendarId の右側のラベルの textContent には
$input.accountContext.calendarId を指定します。

他の項目も同様に、テーブルの左側の文字列と同じキーの変数を右側のラベルのプロパティ textContent に指定します。
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ルーティングは以下のように定義します。

ルーティングに指定した URL にアクセスすると、以下のように表示されます。
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URLに ?locale=ja を追加すると、currentDate の表示が変化します。

IM-LogicDesigner のフロー定義による前処理の実装

上記の Java による前処理プログラムを IM-LogicDesigner でも実装してみます。

IM-LogicDesigner の JavaScript 定義を新規に作成し、以下のような実装を行います。
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function run(input) {
  // 返却するマップ
  const result = {};

  // 単純なキー・バリューをセットします。
  result.foo = "bar";

  // アカウントコンテキストをセットします。
  const accountContext = Contexts.getAccountContext();
  const accountContextMap = {
    calendarId: accountContext.calendarId,
    encoding: accountContext.encoding,
    userCd: accountContext.userCd
  }
  result.accountContext = accountContextMap;

  // リクエストパラメータを取得します。
  const targetLocale = input.locale;

  // 取得したロケールに応じたフォーマットで現在日時をフォーマットします。
  let formatsetId = SystemDateTimeFormat.getDefaultFormats()['format-set-id'];
  const formats = SystemDateTimeFormat.getFormatSets();
  if (!formats.error) {
    const formatsData = formats.data;
    for (let i = 0, len = formatsData.length; i < len; i++) {
      if (formatsData[i].locale === targetLocale) {
        formatsetId = formatsData[i].formatSetId;
        break;
      }
    }
  }
  const format = SystemDateTimeFormat.getFormats(formatsetId).IM_DATETIME_FORMAT_DATE_STANDARD;
  result.currentDate = DateTimeFormatter.format(format, new Date());

  // 結果として、次のようなオブジェクトを返します。
  // {
  //   "foo": "bar",
  //   "accountContext": {
  //     "calendarId": "カレンダーID",
  //     "encoding": "エンコーディング",
  //     "userCd": "ユーザコード"
  //   },
  //   "currentDate": "ロケールに応じた現在日時"
  // }

  return result;
}

入力値は以下のように定義します。

JSON入力に以下の JSON をペーストし、全ての項目を置き換えることでも定義できます。

入力
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{
  "request": {
    "locale": ""
  }
}

出力

{
  "foo": "",
  "accountContext": {
    "calendarId": "",
    "encoding": "",
    "userCd": ""
  },
  "currentDate": ""
}

ユーザ定義IDなど、他の項目は適当な値を入力、選択してください。今回はユーザ定義IDを preprocessor とします。

次にフロー定義を作成します。

入出力設定を以下のように定義します。

次に先ほど作成したユーザ定義を配置し、開始と終了に接続します。

最後にマッピング設定を行います。

preprocessor のマッピング定義は以下のように定義します。

終了のマッピング定義は以下のように定義します。
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新規保存します。フロー定義IDなど適当な値を入力してください。今回はフローIDなどを preprocessor とします。

コンテンツは上記のものを再度利用します。 ルーティングは以下のように定義します。

ルーティングに指定した URL にアクセスすると、以下のように表示されます。

intra-mart Accel Platform — IM-BloomMaker プログラミングガイド   初版 2019-08-01  

14



URLに ?locale=ja を追加すると、currentDate の表示が変化します。

サンプル実装の資材

Java による前処理の実装のユーザモジュールによる前処理の実装のユーザモジュール

IM-Juggling でユーザモジュールとして追加してください。
ソースソース

IM-LogicDesigner による前処理の実装による前処理の実装

LogicDesigner のインポートからインポートしてください。
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以下のフローが定義されます

フローカテゴリ : BloomMaker
フロー定義ID : preprocessor
フロー定義名 : preprocessor

IM-BloomMaker のコンテンツ・ルーティング定義のコンテンツ・ルーティング定義

BloomMaker のインポートからインポートしてください。
以下のコンテンツ、ルーティング定義が定義されます。

コンテンツ

プログラミングガイド

サンプル

ルーティング定義

プログラミングガイド

サンプル

サンプル2

注意
上記ファイルのインポート後、IM-BloomMaker ルーティング定義の認可の設定を行ってください。
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