
   
 

 

ACCELL/Webアプリケーションへのコンバージョン 
Unify 社の ACCELL/SQL リリース 8 から既存のキャラクタベースのアプリケーションを
Webアプリケーションにコンバージョンできるようになりました。ACCELL/Webに含まれ
るユーティリティを使うことで、ACCELL/SQL のアプリケーションをコンバージョンし、
コンバージョンしたJSPファイルをapacheなどのWebサーバに配布することができます。
このとき、サーブレットエンジンとして Unify eWave Engineを利用します。 
今回は、ACCELL/SQL の学習用アプリケーション Tutorial を使い、コンバージョンの手
順を追ってみます。なお、実用化するときには必要なると思われるカスタマイズについて

はここでは省略し、単純なコンバージョンの手順のみを述べていきます。 
なお、ACCELL/Web についての機能概要などについては、“Building ACCCELL/Web 
Applications”に詳しく載っています。併せてご参照ください。 
 
1. コンバージョンの概要 

ACCELL/SQLのアプリケーションを JSPファイルにコンバージョンし、Webサーバに
配布する手順は以下のようになります。 
 

1) アプリケーションフォームのコンバージョン 
2) プロパティなど実行環境の設定 
3) アプリケーションの配布 

 
まず、アプリケーションのコンバージョンでは、ACCELL/Webに付属する Q2JSPまた
は APP2JSP コンバージョンユーティリティを使い、JSP ファイルにコンバージョンし
ます。今回はアプリケーションに含まれるフォームを一括して JSPファイルにコンバー
ジョンできる APP2JSP を使用します。次に、アプリケーションが参照する

accell.properties ファイルを編集し、必要なプロパティを追加します。最後に、eWave 
Engineの実行環境でアプリケーションの構成を行い、アプリケーションを配布します。 
なお、今回使用した環境は以下の通りです。()内はインストールディレクトリです。 
 
 RedHat 7.2 
 apache (OSにバンドルされているもの) 
 JDK1.3.1 (/usr/java/jdk1.3.1) 
 eWave Engine 4.2B (/opt/ewave) 
 ACCELL/SQL 8 (/opt/asql) 
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また、作業環境は、以下の通りです。 
 
 hostname  spring 
 Tutorial データベース /home/ohmura/work/db/tutdb 
 アプリケーション /home/ohmura/work/db/aclenv/tutorial 
 

2. キャラクタベースのアプリケーション 
参考までに、キャラクタベースの Tutorial アプリケーションを実行するときの環境変数
は以下の通りです。 
 
export ACLENV=/home/ohmura/work/db/aclenv 
export ACLPATH=/home/ohmura/work/db/aclenv/tutorial 
export ATERMCAP=/opt/asql/lib/termcap 
export DBNAME=tutorial.db 
export DBPATH=/home/ohmura/work/db/tutdb 
export LANG=ja_JP.eucJP 
export LANGDIR=jpn_jae 
export TERM=kterm 
export UNICAP=/opt/asql/lib/unicap 
export UNIFY=/opt/asql/lib 
 
この環境での実行イメージは下のようにキャラクタベースになっています。 
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3. アプリケーションフォームのコンバージョン 
Tutorial アプリケーションのある /home/ohmura/work/db/aclenv/tutorial に移り、
ACCELL/Web に付属する APP2JSP ユーティリティを利用してコンバージョンします。
Q2JSP は 1 つのフォームを個別にコンバージョンしますが、APP2JSP は ACCELL の
アーカイブである*.al ファイルを指定し、中に含まれるフォームをすべて一括で変換し
ます。なお、Tutorial については a_w_tutというツールも用意されていますが、ここで
は通常のコンバージョンに使用すると思われる APP2JSPを利用します。APP2JSPへコ
ンバージョンを行なった後、Q2JSPで個別のフォームについてコンバージョンを行なう
こともできるでしょう。 
次のようにコマンドを実行するとTutorialで利用しているフォームすべてを JSPに変換
します。tutorial.al は、Tutorial アプリケーションをコンパイルしてできたアーカイブ
ファイルです。 
 
 $ cd /home/ohmura/work/db/aclenv/tutorial 
 $ APP2JSP tutorial.al 
 
このユーティリティを実行すると、accelljspというディレクトリが作成され、JSPファ
イルと JSPファイルが使用する JavaScriptやヘッダーやフッターなどの htmlファイル
がディレクトリ以下に作られます。また、WEB-INF の下には、アプリケーションが利
用する classファイルやアプリケーションの情報が xml形式で記述されている web.xml
なども作成されています。 
なお、以下のように-eオプションをつけて実行すると、tutorial.iniファイルだけが生成
されます。 
 
 $ APP2JSP –e tutorial.al 
 
できた tutorial.iniの中には、アプリケーションで使うすべてのフォームのエントリが生
成され、個々のフォームに対して繰り返し領域をどのように表示させるか、あるいはフ

ォームのスタイルは通常のフォームかズームフォームかなどの指定ができるようになっ

ています。 
この後で、以下のように実行するとユーティリティは、tutorial.ini の内容をチェックし
個々のフォームエントリの指示に従ってコンバージョンを行ないます。 
iniファイルの詳細については、ここでは省略いたします。 
 
 $ APP2JSP tutorial.al 
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4. プロパティなど実行環境の設定 
accelljspディレクトリの下には、最低限必要な accell.propertiesというプロパティファ
イルが作られます。内容は以下の通りです。 
 
Accell.Environment.HOME=/home/ohmura 
Accell.Environment.DBPATH=/home/ohmura/work/db/tutdb 
Accell.Environment.DBNAME=tutorial.db 
Accell.Environment.LANG=ja_JP.eucJP 
Accell.Environment.AMGR_ERFL=/home/ohmura/aweb.log 
Accell.Environment.ACLPATH=/home/ohmura/work/db/aclenv/tutorial 
Accell.Link=/home/ohmura/work/db/aclenv/tutorial/tutorial.al 
 
編集して以下のように追加しています。 
 
Accell.Environment.HOME=/home/ohmura 
Accell.Environment.DBPATH=/home/ohmura/work/db/tutdb 
Accell.Environment.DBNAME=tutorial.db 
Accell.Environment.LANG=ja_JP.eucJP 
Accell.Environment.LANGDIR=jpn_jae 
Accell.Environment.AMGR_ERFL=/home/ohmura/work/aweb.log 
Accell.Environment.ACLPATH=/home/ohmura/work/db/aclenv/tutorial 
Accell.Environment.UNIFY=/opt/asql/lib 
Accell.Environment.PATH=/opt/asql/bin 
Accell.Link=/home/ohmura/work/db/aclenv/tutorial/tutorial.al 
Accell.RunAsUser=true 
Accell.Schema=TUTORIAL 
Accell.Environment.DBTYPE=U2000  ＊１ 
＊１ ACCELL/SQL 8.2 からは、HAD機能が追加されたため、DBTYPE環境変数の設
定が必須となるのでこの設定が必要です。 
 
ここで、LANGDIRは実行している日本語環境、UNIFY,PATHはそれぞれACCELL/SQL
関連の環境変数、Schemaは Tutorialデータベースのスキーマです。RunAsUserを True
に設定しているのは、ユーザごとのセッション管理をおこなう AWASをログインユーザ
と同じユーザ IDで実行するための設定です。このとき、ユーザがブラウザからアプリケ
ーションを利用する場合には、ログインに際しユーザ名・パスワードを入力する必要が

あります。 
 
また、コンバージョンした TutorialアプリケーションをWebアプリケーションのアーカ
イブファイルとして扱うために、作成した JSPなどのファイルを１つにまとめて.warの
拡張子のファイルにしておきます。頻繁に JSPファイルを修正する場合などには、まと
める必要はありませんが、ここではアーカイブファイルを使用することにします。アー

カイブにまとめるには、JDK に含まれる jar ユーティリティを利用して以下のように実
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行します。 
      $ pwd 
      /home/ohmura/work/db/aclenv/tutorial/accelljsp 
 $ jar cvf ../accelljsp.war * 
 
ここでは、ディレクトリ以下のすべてのファイルをまとめて、1 つ上のディレクトリに
accelljsp.warファイルを作成しています。 
上では、accelljsp にディレクトリを移動したあと jar コマンドを実行していますが、
Q2JSPコマンドを実行したディレクトリでは、以下のように実行しても同じ結果が得ら
れます。-Cで指定したディレクトリに移り、すべてのファイルをアーカイブにまとめて
います。 
 
 $ jar cvf accelljsp.war –C accelljsp 
 
作成した accelljsp.warファイルは、/home/ohmura/workにコピーしておきます。 
 

5. アプリケーションの配布 
RedHatに付属のWebサーバの apacheと eWave Engineはインストール済みで立ち上
がっているものとします。 
eWave Engineについては、必要に応じて以下の環境で再立ち上げを行っています。起動
時はスーパーユーザで行なってください。 
 
# for ACCELL/Web 
ACLDIR=/opt/asql 
UNIFY=$ACLDIR/lib 
 
# for eWave Engine 
UNIFY_HOME=/opt/ewave 
UNIFY_WORK=$UNIFY_HOME/work 
 
# JAVA_HOME 
LANG=ja_JP.eucJP 
LANGDIR=jpn_jae 
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.3.1 
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$UNIFY_HOME/bin:$ACLDIR/bin 
 
-stopオプションをつけて停止した後に“&”をつけてバックグラウンドで起動していま
す。 
 
 # uehost –stop 
 # uehost & 
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なお、eWave Engineを起動する前に、以下の設定を確認してください。ここでは、文字
コードとして EUC を使用しています。デフォルトの環境では、servlet.properties とい
うファイルになります。また、今回の環境では、/opt/ewave/work/servers/servletにあり
ます。 
 

unify.server.servletContainer.request.charset=EUC_JP 
 
アプリケーションの配布のためにサーブレット管理ツールを使用しWebアプリケーショ
ンの構成を行ないます。ブラウザから http://spring/servlet/admin/ のように管理ツール
を起動し、“Webアプリ”を選び、“Webアプリケーションの追加”をクリックします。 
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ここでは、以下のように設定を行なっています。 
 アプリケーション名：  accelljsp 
 アプリケーションロケーション： /home/ohmura/work/accelljsp.war 
 URL コンテキストパス：  /servlet/accelljsp 
アプリケーションロケーションは、アーカイブファイルの絶対パス、URLコンテキスト
は、ブラウザで指定されるWebアプリケーションのパスです。 
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Web アプリケーションの配布には、サーブレット管理ツールを使う方法のほかにサーバ
管理ツールを使う方法があります。ここでは、サーバ管理ツールを使ってWebアプリケ
ーションの配布を行ないます。RedHat マシン上では、ueadmin コマンドを実行し、サ
ーバ管理ツールを立ち上げますが、今回は、クライアントのWindows 2000マシンから
RedHatに接続しWebアプリケーションの配布を行ないます。 
サーブレット管理ツールを利用してWebアプリケーションを配布している場合には、下
のように削除しておきます。 
 

 

 
また、配布用の accelljsp.warファイルは、クライアントマシンにコピーしておきます。 
ホスト springの下にある servletを選択し“配置(D)”を選びます。 
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配布する accelljsp.warファイルを選びます。 
 

 
サーブレット管理ツールで行なったように URLを/servlet/accelljspにして、“完了(F)”
をクリックします。 
 
なお、URL を /accelljsp/のままにして、実行時クライアントのブラウザから
http://host_name/accelljsp/ のように呼び出したい場合には、Web サーバの設定を変更
し、Webサーバを再起動する必要があります。 
Apacheの場合には、httpd.confを編集し、次の 1行を追加しておきます。 
 

JkMount /accelljsp/* uw:spring:servlet 
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配布が終了すると上のようになります。 
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6. アプリケーションの実行 
ブラウザから、http://spring/servlet/accelljsp と入力すると、ログイン画面が表示されま
す。 
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ログイン画面でユーザ名パスワードを入力すると、Tutorialの最初の画面が出てきます。 
 

 

02/10/08 
Page 12 



   
 

 

“Next”ボタンをクリックすると会社情報の画面が表示されます。このとき、従来どお
りファンクションキーを使用して F2キーを押すことでも次画面が表示されます。 

 
検索を行なった後で、再度“Next”をクリックします。 
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たとえば、“営業情報の登録”を選択すると、以下のように表示されます。 
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7. まとめ 
以上のように ACCELL/Web を使うことで簡単にキャラクタベースのアプリケーション
がWebアプリケーションに変換できることがお分かりいただけると思います。もちろん、
今回はアプリケーションの細かなカスタマイズは行なっていませんが、これは、

APP2JSPあるいは Q2JSPユーティリティ使用時あるいは、コンバージョン終了後に行
なうことができます。 
今回使用したリリースは正式リリースでないため(2002年 1月 15日現在)、近く出荷され
る正式リリースでは変換後の表示メッセージなど変更になっている可能性があります。

ご了承願います。 
 

  なお、ご質問がある場合には、ユニファイジャパン株式会社コンサルティング部
(consul@uj.unify.com)までお問い合わせください。 

以上 
 

mailto:consul@uj.unify.com

