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アプリケーシ ョ ンの
StartUpパラメータの使い方

アプリケーシ ョ ンが開始する前に、 ユーザ認証、 初期検索条件、 リモートホス ト名等の

データを NXJ アプリケーシ ョ ンに渡すために startupパラ メータを使用します。 これ
は、 渡したいパラ メータを含むページを作成し、 NXJ アプリケーシ ョ ン中の NXJ
フォームにリンクして、 これらのパラ メータを取得するコードを目的の NXJ フォーム
に追加することにより行います。

パラ メータの指定

startup パラ メータを指定するには 2 つの方法があります。 HTTP POST メ ソ ッ ドを使
用する方法と、 NXJ アプリケーシ ョ ンの session オブジェク トに java.util.Properties オ
ブジェク ト を追加する方法です。

警告 : パスワードを指定しない場合、 この方法をユーザ認証に使用しない
で ください。

POSTの使用

POST を使用するには、 HTML フォーム （HTML または JSP） を static ページに作成し
ます。 このページは NXJ アプリケーシ ョ ンに含まれていても、 含まれていな く ても、
どちらでもかまいません。 form の method 属性は post で、 action 属性は NXJ アプリ
ケーシ ョ ンを指している必要があります。

以下は、 NXJ アプリケーシ ョ ンへリンクされている HTML ページに含まれる HTML 
form の例です。 フォームには LOC パラ メータを設定するテキス トボッ クスがありま
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す。 デフォルト値は US ですが、 ユーザが変更可能です。 ユーザが Go ボタンをク リ ッ
クすると、 指定した URL へジャンプします。

<form method="post" action="http://NXJApp/forms/Startup">
    <input type="text" name="LOC" value="US" />
    <input type="submit" name="button" value="Go" />
</form>

また、 ユーザーからの入力なしに、 常に同じパラ メータ /値を使用するよう、 以下のよ
うに hidden input タイプを使用することもできます。

<input type="hidden" name="LOC" value="US" />

java.util.Properties オブジェク トの使用 

静的 JSP ページを使用して、 java.util.Properties オブジェク トにパラ メータを追加しま
す。 NXJ アプリケーシ ョ ンが開始されると、 NXJ システムサーブレッ トは、 HTTP セッ
シ ョ ンの unify.nxj.startupProperties キーを持つ属性を捜します。 その属性が存在し、 非
null値の java.util.Properties のインスタンスオブジェク トである場合、 そのプロパテ ィ
は、 NXJ EJB に渡されます。

以下は、 NXJ アプリケーシ ョ ンに含めることも、 含めないことも可能な JSP ページの
例です。 LOC パラ メータに US を設定します。

<%
    String LOC = request.getParameter("US");
    If (LOC != null) {

java.util.Properties nxjProps = new java.util.Properties();
nxjProps.setProperty("US",LOC);
session.setAttribute(

    "com.unify.nxj.awebServlet.Runtime.STARTUP_PROPERTIES",
    nxjProps);
    }
    else {

session.removeAttribute("US");
response.sendRedirect("http://NXJApp/forms/");

    }
%>

com.unify.nxj.awebServlet.Runtime クラスは、 STARTUP_PROPERTIES という  public 
static final String オブジェク ト を持っていますので、 unify.nxj.startupProperties の代わ
りに使用して く ださい。

パラ メータの取得

NXJ プログラ ミ ング言語を使用してパラ メータを取得することができます。 パラ メータ
は session.startupPropterties から取得します。 これらのコードは、 通常 NXJ フォーム
のエン ト リポイン ト フォームなどのパラ メータを設定する  BEFORE APPLICATION イ
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ベン トセクシ ョ ンに記述します。 NXJ アプリケーシ ョ ンが開始されると、 HTTP セッ
シ ョ ンの java.util.Properties の変更は有効にならないことに注意して く ださい。

LOC パラ メータ とその値は、 以下の方法で取得できます。

BEFORE APPLICATION
{
    String LOC = null;
    if (session.startupProperties != null)

LOC = session.startupProperties.getProperty("LOC");
    if (LOC != null)
    {

...
    }
}

また、 以下の方法で、 パラ メータ と値を  JSP から直接取得することも可能です。

BEFORE APPLICATION
{
    location = session.startupProperties.getProperty("LOC");
}
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