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序⽂

⼀般情報

⽬的
このリファレンスでは、Talend StudioのMediation (メディエーション)パースペクティブ
にある主なCamelコンポーネントについて詳しく説明しています。

このドキュメントに記載されている情報は、Talend Studio 5.5.2に適⽤されます。

対象読者
このガイドはTalend Studioのユーザーと管理者を対象としています。

このドキュメントに含まれているGUI画⾯のレイアウトは、実際のGUIと多少異なる場合がありま
す。

表記⽅法
このガイドでは、次の表記⽅法を採⽤しています。

• bold (太字)のテキスト: ウィンドウとダイアログボックスのボタンとフィールド、キー
ボードのキー、メニュー、およびメニューオプション

• [bold] (太字)のテキスト: ウィンドウ、ウィザード、およびダイアログボックスのタイ
トル

• courier のテキスト: ユーザーが⼊⼒するシステムパラメーター

• italics (斜体)のテキスト: すべての使⽤例で⾔及されるファイル名、スキーマ名、カラ
ム名、⾏名、変数名、および各コンポーネントのプロパティテーブルで⾔及される、
[Basic setting] (基本設定)ビューおよび[Advanced setting] (詳細設定)ビューのフィール
ド名

•  アイコンは、重要な点について追加情報を提供するアイテムを⽰します。また、表
や図に関するコメントを追加する場合にも使⽤されます。

•  アイコンは、実⾏要件や推奨タイプに関する情報を提供するメッセージを⽰しま
す。また、エンドユーザーが特に注意を払う必要がある状況や情報を⽰す場合にも使⽤
されます。

フィードバックとサポート
お客様からのフィードバックは当社にとって⼤変貴重です。本ドキュメントまたは本製品
に関するご意⾒、ご提案、ご要望をお寄せいただく場合やサポートが必要な場合は、次
のTalendフォーラム(
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http://talendforge.org/forum)のTalendチームまで、 お気軽にご連絡ください。

http://talendforge.org/forum
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コンテキストコンポーネント
この章では、Talend StudioのMediation (メディエーション)パースペクティブの[Palette] (パレッ
ト)にある[Context] (コンテキスト)ファミリーの主なコンポーネントについて詳しく説明していま
す。

[Context] (コンテキスト)ファミリーには、ルートで使⽤するコンテキストを定義するためのコン
ポーネントが含まれます。
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cBeanRegister

cBeanRegisterプロパティ
コンポーネントファミリー コンテキスト
機能 cBeanRegisterは、メッセージ交換でBeanのIDを使⽤して呼び出すことができる

Java Beanをレジストリに登録します。
⽬的 cBeanRegisterを使⽤して、メッセージ交換に使⽤するJava Beanをレジストリに登

録することができます。
[Basic settings] (基本設定) [Id] (ID) レジストリでのBeanの検索に使⽤する任意の⽂字列を⼊

⼒します。
 [Simple] (単純) [Repository] (レジストリ)の[Code] (コード)ノードに保存

されているBeanクラスを呼び出すには、このオプション
を選択します。

 [Customized] (カスタマ
イズ)

[Code] (コード)ボックスにコードを⼊⼒してJava Beanを
定義するには、このオプションをオンにします。

 [Class Name] (クラス名) このフィールドは、[Simple] (単純)オプションが選択され
ている場合に表⽰されます。

[Repository] (レジストリ)の[Code] (コード)ノードに保存
されているBeanクラスの名前を⼊⼒します。

Java Beanクラスの作成および使⽤の詳細は、『Talend
Studioユーザーガイド』を参照してください。

 [Specify Arguments] (引
数の指定)

このチェックボックスは、[Simple] (単純)オプションが選
択されている場合に表⽰されます。対応するテーブルでオ
プションの引数を設定するには、このチェックボックスを
オンにします。[+]を必要な回数クリックして、テーブル
に引数を追加します。

 [Import] (インポート) このボックスは、[Customized] (カスタマイズ)オプショ
ンが選択されている場合に表⽰されます。

必要に応じて、外部ライブラリをインポートするための
Javaコードを[Code] (コード)ボックスに⼊⼒します。

 [Code] (コード) このボックスは、[Customized] (カスタマイズ)オプショ
ンが選択されている場合に表⽰されます。

ボックスにBeanのコードを⼊⼒します。
使⽤⽅法 cBeanRegisterを直接ルートに追加することはできません。
制限事項  なし

関連シナリオ
以下のシナリオを参照してください。

• cConvertBodyTo: 「シナリオ:XMLファイルの本文をorg.w3c.dom.Document.classに変換する」
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cConfigプロパティ
コンポーネントファミリー [Context] (コンテキスト)
機能 cConfigは、ルートの単⼀ルーティングルールベースCamelContextを操作します。
⽬的 cConfigを使⽤して、JavaコードでCamelContextを設定します。
[Basic settings] (基本設定) [Import] (インポート) 必要に応じて、外部ライブラリをインポートするための

Javaコードを[Code] (コード)ボックスに⼊⼒します。
 [Code] (コード) CamelContextを操作するためのコードを記述します。
 Dependencies (依存関

係)
リストからCamelContextまたはTypeconverter Registryに
必要なライブラリを選択します。

使⽤⽅法 cConfigを直接ルートに追加することはできません。
制限事項  なし

シナリオ:レジストリからデータセットを実装する
このシナリオでは、データセットのインスタンスがレジストリに追加さ
れ、cMessagingEndpointコンポーネントで実装されます。

コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)で[Context] (コンテキスト)フォルダーを展開し、[cConfig]コンポーネン
トをデザインワークスペースにドロップします。

2. [Messaging] (メッセージング)フォルダーを展開し、cMessagingEndpointコンポーネントをデ
ザインワークスペースにドロップします。

3. [Processor] (プロセッサ)フォルダーを展開し、cProcessorコンポーネントをデザインワークス
ペースにドロップします。

4. ⼊⼒cMessagingEndpointコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row]
(⾏) > [Route] (ルート)を選択して、cProcessorコンポーネントをクリックします。
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5. 機能がわかりやすいようにコンポーネントにラベルを付けます。

コンポーネントの設定

1. [Create_dataset]というラベルの[cConfig]コンポーネントをダブルクリックし
て、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開き、パラメー
ターを設定します。

2. データセットインスタンスfooをレジストリに登録するように、以下のコードを[Code] (コード)
フィールドに記述します。

org.apache.camel.impl.SimpleRegistry registry = new
org.apache.camel.impl.SimpleRegistry();
                registry.put("foo", new 
org.apache.camel.component.dataset.SimpleDataSet());
camelContext.setRegistry(registry);

3. [Read_dataset]という⼊⼒cMessagingEndpointコンポーネントをダブルクリックし
て、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [URI]フィールドに、"dataset:foo"と⼊⼒します。

5. [Monitor]というcProcessorコンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネ
ント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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6. このメッセージの内容を[Run] (実⾏)コンソールに表⽰するように、[Code] (コード)ボックスで
以下のようにコードをカスタマイズします。

System.out.println("Message content: "+ 
exchange.getIn().toString());

7. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)タブをクリックし、⽣成されたコードを表⽰し
ます。

コードに⽰されるように、Read_datasetで識別されるエンドポイントからのメッセージルートが
構築され、cProcessor_1はメッセージの内容を取得し、それをコンソールに出⼒します。

2. [Run] (実⾏)ビューをクリックして開き、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開
始します。F6を押して実⾏することもできます。

結果:メッセージの内容がコンソールに出⼒されます。
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cJMSConnectionFactory

cJMSConnectionFactoryのプロパティ
コンポーネントファミ
リー

コンテキスト

機能 cJMSConnectionFactoryはJMSプロバイダーに接続するための⼀連の接続構成パラメー
ターをカプセル化します。

⽬的 cJMSConnectionFactoryは、ルート内の複数のcJMSコンポーネントによって呼び出すこ
とのできるJMSプロバイダーへの接続を作成するのに使⽤されます。

 [MQ Server] (MQサーバー) ActiveMQ、Customized (カスタマイズ)、WebSphere
MQからMQサーバーを選択します。

 [Use Transaction] (トランザク
ションの使⽤)

このチェックボックスをオンにして、現在のルートでローカ
ルトランザクションを有効にします。

 [Broker URI] (ブローカーURI)

(ActiveMQのみ)

メッセージブローカーのURIを⼊⼒します。ルート内の
メッセージ処理では、デフォルトのURIの「vm://localhost?
broker.persistent=false」を使⽤できます。

 [HTTP Transport] (HTTP転送)

(ActiveMQのみ)

ActiveMQブローカーへのHTTPベースの接続を有効にするに
は、このチェックボックスをオンにします。

 [Use
PooledConnectionFactory]
(PooledConnectionFactoryを
使⽤)

(ActiveMQのみ)

このチェックボックスをオンにして
PooledConnectionFactoryを使⽤します。

 [Max Connections] (最⼤接続
数)

(ActiveMQのみ)

PooledConnectionFactoryの最⼤接続数を指定します。
このフィールドは、[Use PooledConnectionFactory]
(PooledConnectionFactoryを使⽤)が選択されている場合に
のみ利⽤可能です。

 [Max Active] (最⼤稼働)

(ActiveMQのみ)

接続ごとの最⼤セッション数を指定します。この
フィールドは、[Use PooledConnectionFactory]
(PooledConnectionFactoryを使⽤)が選択されている場合に
のみ利⽤可能です。

 [Idle Timeout (in ms)] (遊休状
態でのタイムアウト) (ミリ秒)

(ActiveMQのみ)

接続が切断されるまでの最⼤待機時間(ミリ秒)を指定しま
す。このフィールドは、[Use PooledConnectionFactory]
(PooledConnectionFactoryを使⽤)が選択されている場合に
のみ利⽤可能です。

 [Expiry Timeout (in ms)] (有効
期間終了タイムアウト-ミリ秒)

(ActiveMQのみ)

接続が初めて使⽤されてから切断されるまでの時間(ミ
リ秒)を指定します。デフォルト値は60000です。0が
指定されている場合、有効期限は無効になります。こ
のフィールドは、[Use PooledConnectionFactory]
(PooledConnectionFactoryを使⽤)が選択されている場合に
のみ利⽤可能です。

 [Code] (コード)

(Customized のみ)

メッセージ処理で使⽤するJMS接続ファクトリーをコードを
記述して指定します。

 [Dependencies] (依存関係)

(Customized のみ)

JMS接続ファクトリーで必要とされるライブラリを指定しま
す。

 [Host Name] (ホスト名)

(WebSphere MQのみ)

IBM WebSphere MQサーバーを実⾏しているホストの名前
またはIPアドレスを⼊⼒します。



関連シナリオ:

8 Talend ESB Mediationコンポーネントリファレンス

 [Port] (ポート)

(WebSphere MQのみ)

IBM WebSphere MQサーバーのポートを⼊⼒します(デフォ
ルトは1414です)。

 [Transport Type] (転送タイプ)

(WebSphere MQのみ)

IBM WebSphere MQサーバーとWebSphere MQブローカー
の間のメッセージ転送タイプを[Bindings] (バインディン
グ)、[Bindings then Client] (バインディングの後クライア
ント)、[Client] (クライアント)の中から選択します。

 [Queue Manager] (キュー管理)

(WebSphere MQのみ)

キュー管理の名前を⼊⼒するか、IBM WebSphere MQサー
バーの名前を指定してキュー管理を探します。

 [Authentication] (認証)

(WebSphere MQのみ)

⼀部のオペレーティングシステムでは、このチェックボック
スをオンにし、IBM WebSphere MQサーバーのユーザー名
とパスワードを⼊⼒してアクセス権限を検証します。このオ
プションはWindowsでは必要ありません。

 [Dependencies] (依存関係)

(WebSphere MQ)

IBM WebSphere MQブローカーで必要とされる付加的なラ
イブラリを指定します。これらは通常、サーバーのインス
トーラーと共に提供されます。

使⽤⽅法 cJMSConnectionFactoryはルートに直接追加できません。
制限事項 ライセンスの互換性の問題のため、このコンポーネントを使⽤する必要のある1つ以上のJAR

ファイルが提供されていません。[Component] (コンポーネント)タブの[Basic settings]
(基本設定)ビューにある[Install] (インストール)ボタンをクリックすると、不⾜しているJAR
ファイルをインストールできます。詳細は、『Talendインストレーションガイド』でStudio
の設定⽅法に関するセクションを参照してください。

関連シナリオ:
関連シナリオは、「シナリオ1:JMSキューからのメッセージの送受信」を参照してください。
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例外コンポーネント
この章では、Talend StudioのMediation (メディエーション)パースペクティブの[Palette] (パレッ
ト)にある[Exception] (例外)ファミリーの主なコンポーネントについて詳しく説明しています。

[Exception] (例外)ファミリーには、ルートの例外処理専⽤のコンポーネントが含まれます。
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cErrorHandler

cErrorHandlerプロパティ
コンポーネントファミリー 例外
機能 cErrorHandlerはルートのエラーに対処するための複数の⽅法を提供します。
⽬的 cErrorHandlerはメッセージルーティングのエラー処理で使⽤されます。
[Basic settings] (基本設定) [Default Handler] (デフォ

ルトハンドラー)
このハンドラーは配信不能キューをサポートせず、呼び出
し側に例外を返します。

  [Set Maximum Redeliveries] (最⼤再配信を設定):
[Maximum Redeliveries (int)] (最⼤再配信数-整数)
フィールドで再配信数を設定するにはこのチェックボック
スをオンにします。

  [Set Redelivery Delay] (再配信遅延を設定): [Redelivery
Delay (long)] (再配信遅延-⻑)フィールドに初期配信遅延
(ミリ秒)を設定するにはこのチェックボックスを設定しま
す。

  [Set Retry Attempted Log Level] (再試⾏時のログレベ
ルを設定):このチェックボックスをオンにしてログメッ
セージの[Level] (レベル)リストから再試⾏が⾏われた際
のログレベルを選択します。

  [Asynchronized Delayed Redelivery] (⾮同期遅延再配
信): ⾮同期遅延再配信を許可するにはこのチェックボック
スをオンにします。

  [More Configurations by Code] (コードによる詳細設
定): このチェックボックスをオンにし、[Code] (コード)
ボックスにコードを⼊⼒してより詳細な設定を⾏います。

 [Dead Letter] (配信不能) このハンドラーは、メッセージ交換を配信不能エンドポイ
ントに送る前に、何回か再配信を試みることができます。

  [Dead Letter Uri] (配信不能URI):配信不能キューのエン
ドポイントを定義するにはこのチェックボックスをオンに
します。

他のパラメーターにはデフォルトハンドラーと同じ役割が
あります。

 [Logging Handler] (ログ取
得ハンドラー)

このハンドラーは例外を記録します。

  [Set Logger Name] (ロガー名を設定): [Name] (名前)
フィールドでロガーに名前を付けるにはこのチェックボッ
クスをオンにします。

  [Set Log Level] (ログレベルを設定): [Level] (レベル)リス
トからログレベルを選択するにはこのチェックボックスを
オンにします。

使⽤⽅法 cErrorHandlerは単独で、もしくはルートの中間または終了のコンポーネントとし
て使⽤できます。このコンポーネントを単独で使⽤する場合、すべてのサブルートの
エラーを処理します。サブルートの中間または終了コンポーネントとして使⽤する場
合、そのサブルートのcErrorHandlerの前または後ろのコンポーネントで発⽣した例
外のみを処理します。

制限事項  なし



シナリオ:クライアント/サーバー通信中にスローされた例外をログに記録する

Talend ESB Mediationコンポーネントリファレンス 11

シナリオ:クライアント/サーバー通信中にスローされた例
外をログに記録する
このシナリオでは、クライアントブラウザーがアクセスをリクエストする前にJettyサーバーは開始
されています。例外はサーバー側にスローされ、cErrorHandlerによって記録されます。

コンポーネントのドロップおよびリンク
1. [Palette] (パレット)からデザインワークスペースに次のコンポーネントをド

ロップします:cMessagingEndpoint、cErrorHandler、cProcessor。それぞ
れ、Jetty_Server、Error_Handler、Throw_Exceptionというラベルを付けます。

2. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、cMessagingEndpointとcProcessorをリンクしま
す。

コンポーネントの設定
1. cErrorHandlerコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ

で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. スローされた例外を記録する[Logging Handler]を選択します。

3. cMessagingEndpointコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タ
ブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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4. [Uri]フィールドに、jetty:http://localhost:8889/serviceと⼊⼒してJettyサーバーを指定し
ます。

5. 詳細な設定を⾏うために、[Advanced settings] (詳細設定)をクリックします。

6. [Dependencies] (依存関係)テーブルで[+]ボタンをクリックして⾏を追加し、[Camel
component] (Camelコンポーネント)リストから[jetty]を選択します。

7. cProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

8. [Code] (コード)ボックスに、throw new Exception("server side error")と⼊⼒して例外をス
ローするようにします。

9. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下部にある[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを確認
します。
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上に⽰すように、ルートはfromのエンドポイントJetty_Serverから始まり、cProcessor_1を通
して例外server side errorをスローします。

2. F6を押し、ルートを実⾏します。

Jettyサーバーが開始されました。

3. インターネットブラウザーを起動し、アドレスバーにhttp://localhost:8889/service(上で設定
したJettyサーバーURI)を⼊⼒してサーバーにアクセスします。

上に⽰すように、サーバーエラーによりリクエストが失敗します。

4. Studioを開き、[Run] (実⾏)タブで結果を確認します。
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上に⽰すように、cErrorHandlerがエラーレベルERRORで例外を記録しています。
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cIntercept

cInterceptプロパティ
コンポーネントファミリー 例外
機能 cInterceptはルート上のサブルートすべてのメッセージを⽣成される前に取得し、元の

メッセージに変更を加えることなく新しい1つのサブルートにルーティングします。この
迂回が完了すると、本来の宛先のターゲットエンドポイントへのルーティングが続⾏さ
れます。

⽬的 cInterceptは各メッセージサブルートを取得し、元のメッセージを変更することなく別
のサブルートにリダイレクトします。これはテスト時にエラー処理をシミュレーション
するのに便利です。

使⽤⽅法 cInterceptはサブルートの開始コンポーネントです。
接続 [Row / Route]

(⾏/ルート)
cInterceptでリッスンするすべてのサブルートのメッセージをイン
ターセプトするには[Route] (ルート)リンクを選択します。

 [Trigger / When]
(トリガー/
When)

インターセプトするメッセージをフィルター処理するには[When]リ
ンクを選択し、[Component] (コンポーネント)ビューをクリックしま
す。

[Type] (タイプ)リストで、条件を定義するのに使⽤する⾔語のタイプ
を選択します。

[Condition] (条件)フィールドに、メッセージのフィルター処理に使⽤
する条件を⼊⼒します。

この条件と⼀致しないすべてのメッセージはデフォルトで除外さ
れ、[Otherwise]リンクから取得して別のチャンネルに送ることがで
きます。

制限事項 元のサブルートをそのままの状態にするため、cInterceptは個別のサブルートでのみ使⽤
します。

シナリオ:いくつかのルートをインターセプトし、1つの新
しいルートに転送する
このシナリオでは、2つのサブルートのメッセージがインターセプトされ、新しいサブルートにルー
ティングされます。新しいサブルートは元のサブルートが続⾏する前に終了します。
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コンポーネントのドロップおよびリンク

このシナリオでは5つのcFileコンポーネント、1つのcInterceptコンポーネント、1つ
のcProcessorコンポーネント、1つのcStopコンポーネントが必要とされます。

1. [Palette] (パレット)の[Messaging] (メッセージング)フォルダーから、4つのcFileコンポーネン
トをデザインワークスペースにドロップします。

2. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、2対のコンポーネントをリンクします。これら2つ
のサブルートのメッセージが取得されます。

3. [Exception] (例外)フォルダーから、cInterceptコンポーネントをデザインワークスペースにド
ロップします。

4. [Processor] (プロセッサー)フォルダーから、cProcessorコンポーネントをデザインワークス
ペースにドロップします。

5. [Messaging] (メッセージング)フォルダーから、5つ⽬のcFileコンポーネントをデザインワーク
スペースにドロップします。

6. [Miscellaneous] (その他)フォルダーから、cStopコンポーネントをデザインワークスペースに
ドロップします。

7. これら4つのコンポーネントを[Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って次々に接続します。こ
のサブルートとは別に、インターセプトされたメッセージはルート全体が終了する前に新しいエ
ンドポイントに転送されます。

8. ルートでの各コンポーネントの役割を明確に理解できるように、それぞれのコンポーネントにラ
ベルを付けます。

コンポーネントおよび接続の設定

このシナリオでは、cInterceptコンポーネントがすべてのサブルートのすべてのメッセージを送信さ
れるとすぐにインターセプトします。設定するプロパティはありません。cStopコンポーネントは、
サブルートが完了する前にそれを停⽌させます。設定するプロパティはありません。そのため、⾏う
必要があるのはメッセージングエンドポイントの設定とコンポーネントの監視のみです。

1. Sender_1というcFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Path] (パス)フィールドで、メッセージの送信元となる最初のソースのファイルパスを指定しま
す。その他のパラメーターはそのままにしておきます。
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3. Receiver_1というcFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タ
ブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [Path] (パス)フィールドで、メッセージの送信先となる最初の送信先のファイルパスを指定しま
す。その他のパラメーターはそのままにしておきます。

5. 同様に、Sender_2およびReceiver_2というcFileコンポーネントを2つ⽬のサブルートに設定し
ます。

6. MonitorというcProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネン
ト)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。[Code] (コード)エリアのコードをカス
タマイズし、取得したメッセージのファイル名をコンソールに表⽰します。

System.out.println("Message intercepted: "+
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

7. Receiver_3というcFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タ
ブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

8. [Path] (パス)フィールドで、取得したメッセージの送信先となるファイルパスを指定します。そ
の他のパラメーターはそのままにしておきます。

9. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下部の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま
す。
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このコードに⽰されるように、Interceptorはルートのすべてのメッセージを取得し、取得さ
れたメッセージは.toエンドポイントのReceiver_3に転送され、cStop_1はfromエンドポイン
トSender_1から.toエンドポイントReceiver_1、およびfromエンドポイントSender_2から.toエ
ンドポイントReceiver_2にメッセージがルーティングされる前にメッセージルーティングを終了
します。

2. [Run] (実⾏)ビューをクリックして開き、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開
始します。F6を押して実⾏することもできます。

結果:ファイルがエンドポイントから送信され、cInterceptコンポーネントにより取得さ
れ、cProcessorコンポーネントにより監視され、新しいエンドポイントに送信されます。その
後、元のサブルートは続⾏前に終了されます。



cOnException

Talend ESB Mediationコンポーネントリファレンス 19

cOnException

cOnExceptionプロパティ
コンポーネントファミリー 例外
機能 cOnExceptionは定義された例外を取得し、特定のアクションをトリガーします。そ

の後これらの例外およびメッセージルーティングで実⾏します。
⽬的 cOnExceptionは例外タイプに基づいて必要となるエラー処理を指定できます。
[Basic settings] (基本設定) [Exceptions] (例外) [+]ボタンをクリックし、取得する例外を定義するのに必要

な新しい⾏をテーブルに追加します。
 [Set a redelivering tries

count] (再配信試⾏数の
設定)

[Maximum redelivering tries] (再配信試⾏最⼤回数)
フィールドに最⼤再配信試⾏回数を設定する場合はこの
チェックボックスをオンにします。

 [Non blocking
asynchronous behavior]
(⾮同期動作をブロック
しない)

このチェックボックスをオンにすると、⾮同期遅延再配信
が有効になります。

詳細は、http://camel.apache.org/exception-
clause.htmlを参照してください。

 [Exception behavior] (例
外の動作)

[None] (なし): 元のルートに何も操作を⾏わない場合は、
このオプションを選択します。

[Handle the exceptions] (例外処理): 例外を処理し、元の
ルートから外れるにはこのオプションを選択します。

[Ignore the exceptions] (例外の無視): 例外を無視し、元
のルートのルーティングを続⾏するにはこのオプションを
選択します。

 [Route the original input
body instead of the
current body] (現在の本
⽂の代わりに元の⼊⼒本
⽂をルーティングする)

ルーティング中に変更された可能性のある現在のメッセー
ジではなく、元のメッセージをルーティングするには、こ
のチェックボックスをオンにします。

使⽤⽅法 cOnExceptionはルートの個別のコンポーネントとして使⽤できます。
制限事項  なし

シナリオ:cOnExceptionを使⽤して例外を無視し、メッ
セージルーティングを続⾏する
このシナリオでは、cOnExceptionコンポーネントを使⽤してJava beanによってスローされるIO例
外を無視し、例外発⽣時でもメッセージが正常に送信先にルーティングされるようにします。

http://camel.apache.org/exception-clause.html
http://camel.apache.org/exception-clause.html
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コンポーネントのドロップおよびリンク
1. [Palette] (パレット)からデザインワークスペースにcOnExceptionコンポーネント、cFileコン

ポーネント、cBeanコンポーネント、およびcProcessorコンポーネントをドラッグアンドド
ロップします。

2. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、cFileをcBeanにリンクします。

3. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、cBeanをcProcessorにリンクします。

4. ルートでのコンポーネントの役割がわかりやすいようにラベルを付けます。

コンポーネントの設定
1. Ignore_exceptionというcOnExceptionコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コ

ンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [+]ボタンをクリックし、[Exceptions] (例外)テーブルに新しい⾏を追加し、取得する例外を定
義します。この例では、「java.io.IOException」と⼊⼒してIO例外を処理します。
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[Exception behavior] (例外の動作)エリアで[Ignore the exceptions] (例外の無視)オプション
を選択して例外を無視し、メッセージのルーティングを続⾏します。その他のパラメーターはそ
のままにしておきます。

3. SourceというラベルのcFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネン
ト)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [Path] (パス)フィールドに、メッセージソースのパスを⼊⼒します。その他のパラメーターはそ
のままにしておきます。

5. Throw_exceptionというcBeanコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネ
ント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

6. [New Instance] (新しいインスタンス)を選択し、[Bean class] (Beanクラス)フィールドにIO例
外をスローするbeanの名前を⼊⼒します。このシナリオではbeans.throwIOException.classで
す。

このbeanはすでに[Repository] (リポジトリ)の[Code] (コード)ノードで定義されていて、次の
ようになっています。
package beans;

import java.io.IOException;

import org.apache.camel.Exchange;

public class throwIOException {

    /**

     * @throws IOException 
     */
    public static void helloExample(String message, Exchange exchange) throws
 IOException {
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        throw new IOException("An IOException has been caught");
    }
}

Java Beanの作成および使⽤の詳細は、『Talend Studioユーザーガイド』を参照してください。

7. MonitorというcProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネン
ト)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

8. [Code] (コード)エリアで、コードをカスタマイズし、受信されるメッセージのファイル名
を[Run] (実⾏)コンソールに表⽰します。

System.out.println("Message consumed: "+ 
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName")); 

9. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下部の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを確認しま
す。
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上に⽰すように、Ignore_exceptionは、cBean_1によって発⽣
し.bean(beans.throwIOException.class)によってスローされるすべてのIO例外を
処理し、fromエンドポイントSourceのメッセージが、例外の発⽣時にも正常に先に
(continued(true))ルーティングされるようにします。

2. F6を押し、ルートを実⾏します。

ルートが正常に実⾏され、ソースファイルが正常に送信先にルーティングされます。

3. cOnExceptionコンポーネントの例外処理オプションを変更するか、コンポーネントを無効にし
てルートを再び実⾏します。
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Java beanによってスローされる例外によりメッセージを正常にルーティングすることができま
せん。
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cTry

cTryプロパティ
コンポーネントファミリー 例外
機能 cTryはJavaと同等の例外処理機能を提供します。Try/Catch/Finallyブロックを構築

してルート内でエラーを発⽣させる傾向のある部分を隔離し、エラーを取得し、エ
ラーにかかわらず最終的な命令を実⾏することができます。

⽬的 cTryはTry/Catch/Finallyブロックを構築して例外を処理できるように設計されてい
ます。

使⽤⽅法 cTryはルートの中間のコンポーネントとして使⽤できます。
[Try] (試⾏) このリンクを選択してルート内の例外を発⽣させる可能性の⾼い部分

を隔離します。

Tryリンクの後に複数のコンポーネントが続いている
と「The method doCatch() is undefined for the

type ExpressionNode (メソッドdoCatch()はタイプ
ExpressionNodeに対して定義されていません)」というコン
パイルエラーが発⽣する場合があります。この場合の対処⽅
法としては、cJavaDSLProcessorコンポーネントを使⽤し
て、コード.endDoTry()でTryブロックを終了させます。

[Catch] (取得) ルートで発⽣したすべての例外を取得するにはこのリンクを選択しま
す。

[Exceptions] (例外)フィールドに例外を⼊⼒し取得する例外のタイプ
をフィルターします。

このリンクは[Try] (試⾏)リンクが存在するときにのみ使⽤で
きます。

[Finally] (最
終)

ルート内で発⽣するいかなる例外にかかわりなく最終的な命令を実⾏
するにはこのリンクをクリックします。

このリンクは[Try] (試⾏)リンクが存在するときにのみ使⽤で
きます。

接続

[Route] (ルー
ト)

すべてのメッセージを送信元から次のエンドポイントにルーティング
するには、このリンクを選択します。

制限事項  なし

シナリオ:cTryを使⽤して例外処理のためのTry/Catch/
Finallyブロックを構築する
このシナリオでは、メッセージの送信側から受信側に向けて送信された各ファイルの内容を確認し、
いずれかのファイルが内容の要件を満たしていない場合に例外をスローし、関連する情報をコンソー
ルに表⽰するようにします。
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コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)の[Messaging] (メッセージング)フォルダーで、2つのcFileコンポーネント
をドラッグして、デザインワークスペースにドロップします。1つはメッセージ送信側、もう1つ
はメッセージ受信側となります。

2. [Exception] (例外)フォルダーから、cTryコンポーネントをデザインワークスペースにドロップ
し、Try、Catch、Finallyブロックを構築します。

3. [Processor] (プロセッサー)フォルダーから、2つのcProcessorコンポーネントをデザインワー
クスペースにドロップします。

4. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、メッセージ送信者であるcFileコンポーネント
をcTryコンポーネントにリンクします。

5. [Row] (⾏) > [Try]接続を使⽤してcTryコンポーネントを1つのcProcessorにリンクします。こ
のcProcessorコンポーネントは、この接続を通して送られてくるファイルのいずれかに必要な
コンテンツが含まれていない場合に例外をスローします。

6. [Row] (⾏) > [Catch]接続を使って、cTryコンポーネントともう⼀つのcProcessorコンポーネン
トをリンクし、例外を取得します。このcProcessorコンポーネントは例外に関する情報および
必要なコンテンツを含まないファイルの名前を表⽰します。

7. [Row] (⾏) > [Finally]接続を使って、cTryコンポーネントを受け取り側のcFileコンポーネント
にリンクします。

8. ルートでの各コンポーネントの役割に従って、それぞれのコンポーネントにラベルを付けます。

コンポーネントおよび接続の設定

1. SenderというcFileコンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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2. [Path] (パス)フィールドで、ソースファイルが格納されたフォルダーのパスを⼊⼒または参照し
て指定します。

3. [Encoding] (エンコーディング)リストからソースファイルのエンコードタイプを選択します。
その他のパラメーターはそのままにしておきます。

4. これらの⼿順を繰り返し、もう⼀つのcFileコンポーネント、Receiverの[Basic settings] (基本
設定)ビューで出⼒ファイルパスとエンコードタイプを定義します。

5. Throw_exceptionというcProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コン
ポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。[Code] (コード)エリアのコー
ドをカスタマイズし、try接続から送られてくるファイルがコンテンツ要件を満たさない場合に
例外を発⽣させ、関連情報を表⽰するようにします。

String body = exchange.getIn().getBody(String.class);
System.out.println("\nTrying: "+body);
Exception e = new Exception("Only 'Talend Integration Solutions' is acceptable.
 Please check the file:");
if(!"Talend Integration Solutions".equals(body)){
 throw e;
}else{
    System.out.println("File is good.");
}

6. catch接続をクリックして[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)
ビューを開き、[Expression] (式)フィールドに取得する例外のタイプを指定するための式を⼊⼒
します。

このシナリオでは、Exception.classと⼊⼒して、スローされるすべての例外を取得します。

7. Show_exceptionというcProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コン
ポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。[Code] (コード)エリアのコー
ドをカスタマイズし、例外情報と関係するファイル名を表⽰するようにします。

System.out.println(exchange.getProperty("CamelExceptionCaught")+
" " + exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

8. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。
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コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下部の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを確認しま
す。

上に⽰すように、メッセージは送信側(from)から受信側(.to)にルーティングされています
が、.doTry()、.doCatch()、.doFinally()ブロックはcTry_1によって構築されています。その
ため、各ファイルが受信側にルーティング完了する前に、いずれかのファイルが内容の要件を満
たしていな場合に例外をスローし、取得されます。

2. F6を押し、ルートを実⾏します。
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結果:このシナリオでは、内容の要件を満たしていないファイルが検出されると、例外がスロー
され、例外情報がコンソールに表⽰されます。例外にかかわりなく、送信側から送られたすべて
のファイルは受信側に送られます。
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メッセージングコンポーネント
この章では、Talend StudioのMediation (メディエーション)パースペクティブの[Palette] (パレッ
ト)にある[Messaging] (メッセージング)ファミリーの主なコンポーネントについて詳しく説明してい
ます。

[Messaging] (メッセージング)ファミリーには、メッセージングエンドポイント、ファイルシステ
ム、コードのリポジトリなどへのアクセスを可能にするコンポーネントが含まれます。
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cCXF

cCXFプロパティ
コンポーネントファミリー メッセージング
機能 cCXFは、JAX-WSサービスに接続するために、Apache CXの組み込み機能を提供しま

す。
⽬的 cCXFは、Webサービスを提供または利⽤するために使⽤します。
[Basic settings] (基本設定) [Service/Address] (サー

ビス/アドレス)
Webサービスが提供されるサービスエンドポイントURL。

Webサービスを利⽤するためにcCXFを使⽤し、エンドポ
イントルックアップでサービスロケーター([Use Service
Locator] (サービスロケーターの使⽤)チェックボックス
を選択)を使⽤する必要がある場合、URLは"locator://

anyAddress/"の形式でなければなりません。
 [Service/Type] (サービス/

タイプ)
Webサービスの提供に使⽤するタイプを選択しま
す。wsdlURLまたはserviceClassのいずれかです。

wsdlURL:WSDLファイルからWebサービスを提供するに
は、このタイプを選択します。[Repository] (リポジトリ)
または[File] (ファイル)を選択し、ルートリソースまたは
ファイルシステムからWebサービスを提供します。

serviceClass:SEI (Service Endpoint Interface)のJavaクラ
スからWebサービスを提供するには、このタイプを選択し
ます。

 [Service/WSDL File]
(サービス/WSDLファイ
ル)

wsdlURLサービスタイプを選択すると、このフィールド
が表⽰されます。ファイルシステムからWSDLファイルを
使⽤する場合、WSDLファイルを参照して探すか、WSDL
ファイルへのパスを⼊⼒します。ルートリソースから
WSDLファイルを使⽤する場合、[...]ボタンをクリック
し、リソースツリービューから使⽤するファイルを選択し
ます。[Version] (バージョン)リストが表⽰され、ルート
リソースのすべてのバージョンの中から選択できます。

 [Service/Service Class]
(サービス/サービスクラ
ス)

serviceClassのサービスタイプを選択すると、このフィー
ルドが表⽰されます。Webサービスを提供するために使⽤
するサービスクラスの名前を⼊⼒します。

 [Service/Dataformat]
(サービス/データフォー
マット)

交換データのスタイル。POJO、PAYLOAD、RAW、また
はCXF_MESSAGEがあります。

POJO (Plain Old Java Objects)はターゲットサーバーで呼
び出されるメソッドへのJavaパラメーターになります。

PAYLOADはメッセージのペイロード、つま
りsoap:bodyのコンテンツのことをいいます。

RAWはSAM (Service Activity Monitor)のサポートを介さず
に、トランスポート層から受け取るRawメッセージです。

CXF_MESSAGEはSAMのサポートによりトランスポート層
から受け取るRawメッセージです。

 [Service] (サービス) サービスポートを指定するには、このチェックボックスを
オンにします。このオプションは、WSDLまたはサービス
クラスに複数のサービスポートがある場合に特に役⽴ちま
す。
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 [Service Name] (サービ
ス名)

サービスを実装しているサービス名。これ
はns:SERVICE_NAMEという形式でwsdl:service@nameに
マッピングされます。ここでnsは、このスコープで有効な
ネームスペースのプレフィックスです。

 [Port Name] (ポート名) サービスを実装しているエンドポイント名。これ
はns:PORT_NAMEという形式でwsdl:port@nameにマッピン
グされます。ここでnsは、このスコープで有効なネームス
ペースのプレフィックスです。

 [Use Service Registry]
(サービスレジストリの
使⽤)

このオプションは、Talend Enterprise ESBソリューション
をサブスクライブしている場合にのみ利⽤可能です。

サービスレジストリを有効にするには、このチェックボッ
クスをオンにします。それによりダイナミックエンドポイ
ントのルックアップが可能になり、レジストリから取得さ
れた情報に基づいて、サービスのリダイレクトができるよ
うになります。これはRuntimeでのみ使⽤できます。

cCXFコンポーネントを使ってWebサービスを提供する
と、Runtimeにデプロイされたサービスはサービスレジス
トリと連携します。

cCXFコンポーネントを使ってWebサービスを利⽤する場
合:

[Correlation Value] (相関値)フィールドで、相関IDを指定
するか、またはこのフィールドを空⽩のままにしておきま
す。詳細は、[Use Business Correlation] (ビジネス相関
の使⽤)オプションを参照してください。

[Username] (ユーザー名)および[Password] (パスワード)
フィールドに、認証情報を⼊⼒します。

SAMLトークンがサービスレジストリに登録されている場
合、[Role] (役割)フィールドでクライアントの役割を指定
する必要があります。[Propagate Credentials] (認証情
報の伝播)チェックボックスをオンにし、既存の認証情報
を伝播することで、認証済みユーザーの代わりに決断を
下すこともできます。ユーザー名とパスワードを⼊⼒し
てSTSで認証し、ユーザー名とパスワードを使う認証情報
を伝播するか、またはエイリアス、ユーザー名、および
パスワードを⼊⼒し、証明書を使って伝播します。詳細
は、[Use Authentication] (認証の利⽤)オプションを参照
してください。

サービスレジストリのセットアップ⽅法および利⽤⽅法の
詳細は、『Talend Administration Centerユーザーガイド』
および『Talend ESB Infrastructure Services Configuration
Guide』を参照してください。

 [Use Business
Correlation] (ビジネス相
関の使⽤)

相関オプションを有効にするには、このチェックボックス
をオンにします。それにより、連鎖型のサービスコールが
同じ相関IDの下にまとめられます。

cCXFコンポーネントを使ってWebサービスを提供する場
合:

cCXFにより、リクエストメッセージから相関IDが抽出さ
れます。

リクエストメッセージに相関IDが含まれていない場合、プ
ロバイダーによりSOAPヘッダー内に⾃動的に相関IDが作
成されます。

cCXFコンポーネントをってWebサービスを利⽤する場合:

⽂字列または簡単な式を使って[Correlation Value] (相関
値)フィールドで相関IDを指定できます。このフィールド
を空⽩にすると、実⾏時にこの値が⾃動的に⽣成されま
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す。この相関IDはリクエストメッセージのカスタムSOAP
ヘッダー内に作成され、呼び出すサービスに渡されます。

[Use Service Registry] (サービスレジストリの使⽤)
チェックボックスをオンにするか、または[Dataformat]
(データフォーマット)リストで[RAW]を選択すると、この
チェックボックスは⾮表⽰になります。

 [Use Authentication] (認
証の利⽤)

認証オプションを有効にするには、このチェックボックス
をオンにします。[Username Token] (ユーザー名トーク
ン)、[SAML Token (ESB runtime only)] (SAMLトークン
(ESB実⾏時のみ))、[HTTP Basic] (HTTPベーシック)、お
よび[HTTP Digest] (HTTPダイジェスト)の中から選択しま
す。

cCXFコンポーネントを使ってWebサービスを⽣成する場
合、[Username Token] (ユーザー名トークン)、[SAML
Token] (SAMLトークン)、および[HTTP Basic] (HTTPベー
シック)による認証は実⾏時にのみ使⽤できます。[HTTP
Digest] (HTTPダイジェスト)はサポートされていませ
ん。[SAML Token (ESB runtime only)] (SAMLトークン
(ESB実⾏時のみ))を選択すると、cCXFによりリクエスト
ヘッダーからSAMLトークンが取得され、メッセージルー
ティングで再利⽤されます。

cCXFコンポーネントを使ってWebサービスを利⽤する場
合、[Username Token] (ユーザー名トークン)、[HTTP
Basic] (HTTPベーシック)、および[HTTP Digest] (HTTP
ダイジェスト)による認証はStudioおよび実⾏時の両⽅で
使⽤できます。[SAML Token] (SAMLトークン)による認
証は実⾏時にのみ使⽤できます。必要に応じて、該当する
フィールドにユーザー名およびパスワードを⼊⼒します。

[SAML Token (ESB runtime only)] (SAMLトークン-ESB
実⾏時のみ)を選択した場合、リクエストを送信するため
にユーザーの認証情報を提供するか、または既存の認証情
報を伝播することで、認証済みユーザーの代わりに決定を
下すことができます。次の中から選択します:

-:該当するフィールドにユーザー名とパスワードを⼊⼒し
て、サービスにアクセスします。

[Propagate using U/P] (U/Pを使⽤して伝播):STSを使っ
て認証する際に使⽤するユーザー名およびパスワードを⼊
⼒します。

[Propagate using Certificate] (認証を使⽤して伝播):STS
を使って認証する際に使⽤するエイリアスおよびパスワー
ドを⼊⼒します。

[Use Service Registry] (サービスレジストリの使⽤)
チェックボックスをオンにすると、このチェックボックス
は⾮表⽰になります。

 [Use Authorization] (アク
セス権の利⽤)

このオプションは、Talend Enterprise ESBソリューショ
ンをサブスクライブしている場合にのみ利⽤可能です。こ
れは、[Use Authentication] (認証の利⽤)リストで[SAML
Token (ESB runtime only)] (SAMLトークン(ESB実⾏時の
み))を選択すると表⽰されます。

cCXFコンポーネントを使ってWebサービスを提供する場
合、このチェックボックスをオンにしてアクセス権を有効
にします。

cCXFコンポーネントを使ってWebサービスを利⽤する場
合、このチェックボックスをオンにして許可された呼び出
しを有効にし、[Role] (役割)フィールドにクライアントの
役割を指定します。

ユーザーの役割と権限の管理の詳細は、『Talend
Administration Centerユーザーガイド』および『Talend



cCXFプロパティ

Talend ESB Mediationコンポーネントリファレンス 35

ESB Infrastructure Services Configuration Guide』を参照
してください。

 [ESB Features/Use
Service Activity Monitor]
(ESBフィーチャー/サー
ビスアクティビィティモ
ニターの使⽤)

このオプションにより、イベントがキャプチャされ、それ
に関する情報が格納されて、サービスアクティビィティの
詳細な分析とビジネストランザクションにおけるメッセー
ジの追跡とトレースが⾏えます。これはサービス応答時間
の分析、トラフィックパターンの特定、根本原因解析の実
⾏などに利⽤できます。

[MESSAGE] (メッセージ)を処理モードとして使
⽤すると、このフィーチャーはサポートされませ
ん。[Dataformat] (データフォーマット)フィールド
で[MESSAGE] (メッセージ)を選択すると、[Use Service
Activity Monitor] (サービスアクティビィティモニターの
使⽤)チェックボックスは無効になります。

Talend Enterprise ESBソリューションをサブスクライブし
ている場合、[Use Service Registry] (サービスレジスト
リの使⽤)チェックボックスをオンにすることでも、この
オプションは無効になります。

 [ESB Features/Use
Service Locator] (ESB
フィーチャー/サービス
ロケーターの使⽤)

このオプションは、エンドポイントの物理的な場所を指定
しなくても、実⾏時にサービスエンドポイントを検出する
メカニズムを持つサービスコンシューマーを提供します。
さらに、このオプションにより、サービスプロバイダーは
サービスロケーターでサービスエンドポイントを⾃動的に
登録または登録解除できます。

サービスコンシューマーの場合、[CXF
Configuration / Address]フィールドでもこの
URLを"locator://anyAddress/"に設定する必要
があります。

[Use Service Locator] (サービスロケーターの使⽤)
チェックボックスをオンにすると、[Custom Properties]

(カスタムプロパティ)テーブルが表⽰されます。 を
クリックし、必要な数のプロパティをテーブルに追加
します。[Property Name] (プロパティ名)フィールド
および[Property Value] (プロパティ値)フィールドにプ
ロパティの名前と値をそれぞれ⼊⼒して、サービスを特
定します。サービスロケーターのインストール⽅法と設
定⽅法の詳細は、『Talend ESB Infrastructure Services
Configuration Guide』を参照してください。

[Advanced settings] (詳細設
定)

[Arguments] (引数) 該当するテーブルでオプションの引数を設定しま
す。[+]を必要な回数クリックして、テーブルに引数を追
加します。次に、該当する[Value] (値)フィールドをク
リックして値を⼊⼒します。利⽤可能なURIオプションに
ついては、http://camel.apache.org/cxf.htmlのサイトを
参照してください。

使⽤⽅法 cCXFはルートの開始、中間、または終了のいずれのコンポーネントにもできます。
制限事項 ライセンスの互換性の問題のため、このコンポーネントを使⽤する必要のある1つ

以上のJARファイルが提供されていません。[Component] (コンポーネント)タブ
の[Basic settings] (基本設定)ビューにある[Install] (インストール)ボタンをクリッ
クすると、不⾜しているJARファイルをインストールできます。詳細は、『Talendイ
ンストレーションガイド』でStudioの設定⽅法に関するセクションを参照してくださ
い。

 1つのルートで複数のcCXFコンポーネントの同⼀ラベルはサポートされていませ
ん。

cCXFコンポーネントを使ってWebサービスを利⽤する際に、データ
形式としてCXF_MESSAGEを使⽤する場合、リクエスト本⽂のタイプ
はjavax.xml.transform.Source.classにする必要があります。そうでないと、リク
エストの本⽂は空になります。

http://camel.apache.org/cxf.html
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たとえば、cCXFからcProcessorを経てcCXFに戻る単純なプロキシの使⽤例の場
合、RAWデータ形式を使⽤すると、リクエストの本⽂はリセットされます。これ
をcProcessorで出⼒した場合、出⼒リクエストの本⽂は空になります。

cCXFコンポーネントを使ってWebサービスを利⽤する際に、データ形式
をPOJO、PAYLOAD、またはCXF_MESSAGEにした場合、エラー応答が返され
ると、メッセージのルーティングは停⽌します。この場合、cErrorHandlerコ
ンポーネントを使って、エラーメッセージをキャッチすることが推奨されま
す。cErrorHandlerの詳細は、「cErrorHandler」を参照してください。

シナリオ1:cCXFを使った、WSDLファイルからWebサー
ビスの提供
このシナリオでは、cCXFコンポーネントを使って、WSDLファイルからWebサービスを⽣成します。

コンポーネントのドロップおよびリンク

この使⽤例では、1つのcCXFコンポーネントと1つのcProcessorコンポーネントが必要です。

1. [Palette] (パレット)で[Messaging] (メッセージング)フォルダーを展開し、cCXFコンポーネン
トをデザインワークスペースにドロップします。

2. [Processor] (プロセッサー)フォルダーを展開し、cProcessorコンポーネントをデザインワーク
スペースにドロップします。

3. cCXFコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) > [Route] (ルート)
を選択して、cProcessorコンポーネントをクリックします。

4. 機能がわかりやすいように、cCXFコンポーネントにラベルを付けます。

コンポーネントの設定

このシナリオでは、cProcessorコンポーネントは、cCXFコンポーネントを有効にして、サービスプ
ロデューサーとして機能させるためにのみ使⽤します。そのため、設定は必要ありません。

1. cCXFコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。
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2. [Address] (アドレス)フィールドに、提供するWebサービスのサービスエンドポイントURLを⼊
⼒します。この場合は、http://192.168.0.212:8000/service.endpointになります。

3. [Type] (タイプ)リストで、[wsdlURL]を選択して、WSDLファイルからのWebサービスの⽣成を
有効にします。

4. [WSDL File] (WSDLファイル)フィールドで、WSDLファイルへのパスを参照するか⼊⼒します。

5. [Dataformat] (データフォーマット)リストで、wsdlURLのデータ形式に[PAYLOAD]モードを選
択します。

6. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの表⽰およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま
す。

コードで⽰されているとおり、WebService_producerというcCXFコンポーネントにより、エン
ドポイントURLにhttp://192.168.0.212:8000/service.endpointを使⽤して、⼊⼒ファイル
のairport_soap_route.wsdlからWebサービスが⽣成されます。

2. [Run] (実⾏)タブをクリックして表⽰し、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開
始します。F6を押して実⾏することもできます。

結果:サービスが正常に開始されました。これで、サービスエンドポイントURL (最後に?wsdlを
追加)を使って、Webブラウザからこのサービスにアクセスできます。
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シナリオ2:cCXFを使った、JavaクラスからWebサービス
の提供
このシナリオでは、cCXFコンポーネントを使って、JavaクラスファイルからWebサービスを提供し
ます。

Javaクラスの作成

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Code](コード)ノードを展開し、[Beans]ノードを右
クリックします。コンテキストメニューから[Create Bean] (Beanの作成)を選択します。

2. [New Bean] (新規Bean)ウィザードが開きます。[Name] (名前)フィールドに、Beanの名前を⼊
⼒します。例、CXFdemobean。[Finish] (終了)をクリックし、ウィザードを閉じます。
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3. クラスタイプをinterfaceに変更し、戻り値のタイプをstringに変更し、メッセージの本⽂を削
除します。

package beans;

public interface CXFdemobean {
    public String helloExample(String message) ;
}

4. Ctrl+Sを押し、Beanを保存します。

コンポーネントのドロップおよびリンク

この使⽤例では、1つのcCXFコンポーネントと1つのcProcessorコンポーネントが必要です。

1. [Palette] (パレット)で[Messaging] (メッセージング)フォルダーを展開し、cCXFコンポーネン
トを選択してデザインワークスペースにドロップします。

2. [Processor] (プロセッサー)フォルダーを展開し、cProcessorコンポーネントを選択してデザイ
ンワークスペースにドロップします。
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3. cCXFコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) > [Route] (ルート)
を選択して、cProcessorコンポーネントをクリックします。

4. 機能がわかりやすいようにコンポーネントにラベルを付けます。

コンポーネントの設定

このシナリオでは、cProcessorコンポーネントは、cCXFコンポーネントを有効にして、サービスプ
ロデューサーとして機能させるためにのみ使⽤します。そのため、設定は必要ありません。

1. cCXFコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Address] (アドレス)フィールドに、提供するWebサービスのサービスエンドポイントURLを⼊
⼒します。この場合は、http://192.168.0.212:8001/service.endpointになります。

3. [Type] (タイプ)リストで[serviceClass]を選択し、JavaクラスからWebサービスを開始します。

4. [Service Class] (サービスクラス)フィールドに、定義済みのBeanクラスを⼊⼒します。この場
合は、CXFdemobeanになります。

5. [Dataformat] (データフォーマット)リストで、serviceClassのサービスデータ形式に[POJO]を
選択します。

6. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの表⽰およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま
す。
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コードで⽰されているとおり、WebService_producerというcCXFコンポーネントにより、エン
ドポイントURLにhttp://192.168.0.212:8001/service.endpointを使⽤して、定義済みBean
のbeans.CXFdemobeanからWebサービスが⽣成されます。

2. [Run] (実⾏)タブをクリックして表⽰し、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開
始します。F6を押して実⾏することもできます。

結果:サービスが正常に開始されました。これで、サービスエンドポイントURL (最後に?wsdlを
追加)を使って、Webブラウザからこのサービスにアクセスできます。

シナリオ3:cCXFを使った、ルートリソースからWebサー
ビスの提供
このシナリオでは、cCXFコンポーネントを使って、ルートリソースからWebサービスを提供しま
す。

ルートリソースの作成

1. [Repository]ツリービューで、[Resources] (リソース)ノードを右クリックし、コンテキストメ
ニューから[Create Resource] (リソースの作成)を選択します。
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2. [New Route Resource] (新規ルートリソース)ウィザードが開きます。[Name] (名前)フィール
ドに、リソースの名前を⼊⼒します。例、DemoServiceWsdl。[Finish] (終了)をクリックし、
ウィザードを閉じます。

3. ローカルファイルシステムで既存のWSDLファイルを参照して探し、[Finish] (終了)をクリック
します。

4. Ctrl+Sを押し、ルートリソースを保存します。
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コンポーネントのドロップおよびリンク

この使⽤例では、cCXFコンポーネントとcProcessorコンポーネントを使⽤します。

1. [Palette] (パレット)で[Messaging] (メッセージング)フォルダーを展開し、cCXFコンポーネン
トをデザインワークスペースにドロップします。

2. [Processor] (プロセッサー)フォルダーを展開し、cProcessorコンポーネントをデザインワーク
スペースにドロップします。

3. cCXFコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) > [Route] (ルート)
を選択して、cProcessorコンポーネントをクリックします。

4. 機能がわかりやすいように、cCXFコンポーネントにラベルを付けます。

コンポーネントの設定

このシナリオでは、cProcessorコンポーネントは、cCXFコンポーネントを有効にして、サービスプ
ロデューサーとして機能させるためにのみ使⽤します。そのため、設定は必要ありません。

1. cCXFコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Address] (アドレス)フィールドに、提供するWebサービスのサービスエンドポイントURLを⼊
⼒します。この場合は、http://localhost:8000/service.endpointになります。

3. [Type] (タイプ)リストで[wsdlURl]を選択し、[Repository] (リポジトリ)プロパティタイプを
使って、作成したルートリソースからWebサービスを開始します。

4. [WSDL File] (WSDLファイル)フィールドで[...]ボタンをクリックし、リソースツリービュー
でDemoServiceWsdlをクリックします。[OK]をクリックし、ウィザードを閉じます。
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5. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの表⽰およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま
す。

コードで⽰されているとおり、WebService_producerというcCXFコンポーネントにより、エンド
ポイントURLにhttp://localhost:8000/service.endpointを使⽤して、定義済みルートリソー
スのDemoServiceWsdlからWebサービスが⽣成されます。

2. [Run] (実⾏)タブをクリックして表⽰し、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開
始します。F6を押して実⾏することもできます。

結果:サービスが正常に開始されました。これで、サービスエンドポイントURL (最後に?wsdlを
追加)を使って、Webブラウザからこのサービスにアクセスできます。
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cDataset

cDatasetプロパティ
コンポーネントファミリー メッセージング
機能 cDatasetコンポーネントにより、新規データセットを作成するか既存のデータセッ

トを参照して、メッセージの送受信を⾏えます。
⽬的 cDatasetコンポーネントは、システムの負荷(ロード)テストおよび信頼性(ソーク)テ

ストを簡単に実施するメカニズムを提供しています。このコンポーネントは、メッ
セージソースとして、またデータセットが受信されたことをアサートする⽅法とし
て、データセットのインスタンスを作成できるようにします。

[Basic settings] (基本設定) Id データセットBeanのID。
 [Produce Delay] (プロ

デュースの遅延)
プロデューサーを⼀時停⽌させる遅延時間をミリ秒で指定
します。

 [Consume Delay] (コン
シュームの遅延)

コンシューマーを⼀時停⽌させる遅延時間をミリ秒で指定
します。

 [Preload Size] (プリロー
ドサイズ)

ルートの初期化完了までに、送信すべきメッセージの数を
指定します。

 [Initial Delay] (最初の遅
延)

メッセージの送信が開始するまで待機する時間を指定しま
す。

 [Minimum Rate] (最⼩数) メッセージの送信開始までに、データセットに含めるべき
メッセージの最⼩数を指定します。

 [Register new Bean] (新
規Beanの登録)

新規Beanを登録するには、このチェックボックスをオン
にします。

 [Bean Class] (Beanクラ
ス)

Beanのクラスを⼊⼒します。[Register new Bean] (新規
Beanの登録)を選択すると、このフィールドが表⽰されま
す。

 [Arguments] (引数) 該当するテーブルでオプションの引数を設定しま
す。[+]を必要な回数クリックして、テーブルに引数を追
加します。[Register new Bean] (新規Beanの登録)を選択
すると、このフィールドが表⽰されます。

使⽤⽅法 cDatasetはルートの開始、中間、または終了のいずれのコンポーネントにもできま
す。

制限事項  なし

シナリオ:cDatasetを使ったメッセージの受信
このシナリオでは、cDatasetコンポーネントを使って、cTimerによりトリガーされるメッセージを
受信します。
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コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)の[Messaging] (メッセージング)フォルダーでcTimerコンポーネント
とcDatasetコンポーネントをドラッグし、デザインワークスペースにドロップします。

2. [Transformation] (変換)フォルダーでcSetBodyコンポーネントをドラッグし、デザインワーク
スペースにドロップします。

3. [Processor] (プロセッサー)フォルダーでcProcessorコンポーネントドラッグし、デザインワー
クスペースにドロップします。

4. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、これらのコンポーネントをリンクします。

5. 上に⽰すように、ルートでのコンポーネントの役割がわかりやすいようにラベルを付けます。

コンポーネントの設定

1. Starterという1番⽬のcTimerコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネン
ト)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Repeat] (繰り返し回数)フィールドに、2と⼊⼒し、メッセージ交換を2回⽣成します。その他
のオプションはデフォルト設定のままにしておきます。

3. Set_message_bodyというcSetBodyコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コン
ポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [Language] (⾔語)リストで[Constant] (定数)を選択し、[Expression] (式)フィールド
に"Hello!"と⼊⼒して、メッセージの本⽂に使⽤します。

5. Receive_messageというcDatasetコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コン
ポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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6. [Id]フィールドに、データセットのBean IDとして"myDataset"と⼊⼒します。その他のオプショ
ンはデフォルト設定のままにしておきます。

[Bean Class] (Beanクラス)フィールドで、Camelに付属のデフォルトの実装であ
るorg.apache.camel.component.dataset.SimpleDataSetが設定されています。この使⽤例の場
合、新規データセットBeanが登録されています。

7. Monitorという1番⽬のcProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コン
ポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

8. [Code] (コード)エリアで、メッセージ交換の本⽂を表⽰するようにカスタマイズします。

System.out.println("---------BODY--------");
System.out.println(exchange.getIn().getBody(String.class));
System.out.println("---------END---------")

9. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。
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コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま
す。

コードで⽰されているとおり、ルートはfrom Starter_cTimer_1エンドポイントから構築さ
れ、cSetBody_1によりメッセージの本⽂が"Hello!"に設定され、.to cDataset_1にルーティング
されて、cProcessor_1で処理されています。

2. F6を押し、ルートを実⾏します。

結果:メッセージの本⽂が実⾏コンソールに2回表⽰されます。
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cDirect

cDirectプロパティ
コンポーネントファミリー メッセージング
機能 cDirectは、プロデューサーがメッセージ交換を送信する際に、コンシューマーの直

接同期呼び出しを提供しています。
⽬的 cDirectでは、1つのCamelContext内で異なるスレッドとしてメッセージの同期的な

プロデュースとコンシュームが可能です。
[Basic settings] (基本設定) [Name] (名前) このオプションは、ルートでcDirectを開始コンポーネン

トとして使⽤すると表⽰されます。

エンドポイントを⼀意に識別する⽂字列を⼊⼒します。
 [Use Exist cDirect] (既存

のcDirectの使⽤)
このオプションは、ルートでcDirectを中間または終了コ
ンポーネントとして使⽤すると表⽰されます。

[...]ボタンをクリックし、ダイアログボックスで該当する
コンシューマーを選択します。

使⽤⽅法 cDirectはルートの開始、中間、または終了のいずれのコンポーネントにもできま
す。

制限事項  なし

関連シナリオ:
関連シナリオは、「シナリオ:cSEDA、cVM、cDirectを使って、メッセージを個別に生成して、受信
します。」を参照してください。
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cDirectVM

cDirectVMプロパティ
コンポーネントファミリー メッセージング
機能 cDirectVMは、プロデューサーがメッセージ交換を送信する際に、コンシューマーの

直接同期呼び出しを提供します。同⼀のCamelContext内および同⼀のJVMでの複数
のCamelContext全体での通信をサポートします。

⽬的 cDirectでは、1つのCamelContext内および同⼀のJVMでの複数のCamelContext全体
で異なるスレッドとしてメッセージを同期的に⽣成し、受信できます。このメカニズ
ムを使って、Webアプリケーション全体で通信できます。

[Basic settings] (基本設定) ルートの開始コンポーネントとして使⽤する場合、次のとおりです。
[Endpoint Name] (エンド
ポイント名)

エンドポイントを⼀意に識別する⽂字列を⼊⼒します。

 ルートの中間または終了コンポーネントとして使⽤する場合、次のようにします。
 [Select From Existing(s)]

(既存の中から選択)
既存のコンシューマーを選択するには、このラジオボ
タンをクリックします。[Consumer] (コンシューマー)
フィールドのとなりの[...]ボタンをクリックし、既存のコ
ンシューマーを表⽰し、メッセージを受信するコンシュー
マーを選択します。

 [Input Endpoint Name]
(エンドポイント名の⼊
⼒)

[Endpoint Name] (エンドポイント名)フィールドにコン
シューマーの名前を⼊⼒するには、このラジオボタンをク
リックします。

 [Block if Consumer is not
active] (コンシューマー
が⾮アクティブの場合は
ブロック)

[Timeout] (タイムアウト)期間中にコンシューマーが⾮ア
クティブの場合に、プロデューサーのブロックを有効にす
るには、このチェックボックスをオンにします。

 [Timeout] (タイムアウト) このオプションは、ブロックが有効になっている場合に表
⽰されます。コンシューマーがアクティブになることをプ
ロデューサーが待機している場合、プロデューサーによる
待機が中⽌されるまでの時間をミリ秒で指定します。

使⽤⽅法 cDirectVMはルートの開始、中間、または終了のいずれのコンポーネントにもできま
す。

制限事項  なし

シナリオ:同⼀JVM内の直接同期メッセージング
このシナリオでは、メッセージ交換を1つのサブルートでトリガーし、直接VMメカニズムを使って、
別のサブルートで同期的に受信します。メッセージの内容はコンシューマー側で処理され、コンソー
ルに表⽰されます。

コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)で次のコンポーネントをドラッグしてデザインワークスペースにド
ロップします: 1つのcTimer、1つのcSetHeader、1つのcSetBody、2つのcDirectVM、1つ
のcProcessor。
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2. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、cTimer、cSetHeader、cSetBody、および最初
のcDirectVMの各コンポーネントをリンクし、1番⽬のサブルートを作成します。

3. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、もう1つのcDirectVMコンポーネント
とcProcessorコンポーネントをリンクし、2番⽬のサブルートを作成します。

4. ルートでのコンポーネントの役割がわかりやすいようにラベルを付けます。

コンポーネントの設定

1番⽬のサブルートの設定

1. cTimerコンポーネント(この例ではStarter)をダブルクリックし、[Component] (コンポーネン
ト)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Repeat] (繰り返し回数)フィールドに、1と⼊⼒し、メッセージ交換が1回のみトリガーされる
ようにします。その他の設定はそのままにしておきます。

3. cSetHeaderコンポーネント(この例ではSet_message_headers)をダブルクリック
し、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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4. [+]ボタンをクリックし、[Headers] (ヘッダー)テーブルに2つのヘッダーを追加します。それぞ
れのヘッダーに名前を付けて、値を設定します。

この例では、ヘッダーにNameとCompanyという名前を付け、値にはBillとTalendを⼊⼒してい
ます。

5. cSetBodyコンポーネント(この例ではSet_message_body)をダブルクリックし、[Component]
(コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

6. [Language] (⾔語)リストからSIMPLEを選択します。この例では単純なテキストのメッセージ交
換をトリガーします。

7. [Expression] (式)フィールドに、メッセージの本⽂として"Hi there"と⼊⼒します。

8. 1番⽬のcDirectVMコンポーネント(この例ではD-VM_producer)をダブルクリック
し、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

9. 既存のコンシューマーエンドポイントを選択するか、コンシューマーエンドポイントの名前を指
定します。
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この例では、コンシューマーエンドポイントにdvmという名前を付けます。それには、[Input
Endpoint Name] (エンドポイント名の⼊⼒)オプションを選択し、[Endpoint Name] (エンドポ
イント名)フィールドにコンシューマーエンドポイントの名前dvmを⼊⼒します。

2番⽬のサブルートの設定

1. 2番⽬のcDirectVMコンポーネント(この例ではD-VM_consumer)をダブルクリック
し、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Endpoint Name] (エンドポイント名)フィールドに、"dvm"と⼊⼒して、エンドポイントに名前
を付けます。

3. cProcessorコンポーネント(この例ではShow_message)をダブルクリックし、[Basic settings]
(基本設定)ビューを開きます。

4. [Code] (コード)エリアに次のコードを⼊⼒し、メッセージヘッダーとメッセージ本⽂の内容を
表⽰します。

exchange.getOut().setHeader("header1",exchange.getIn().getHeader("Name"));
exchange.getOut().setHeader("header2",exchange.getIn().getHeader("Company"));
exchange.getOut().setBody(exchange.getIn().getBody(String.class));
System.out.println();
System.out.println("Message for "+exchange.getOut().getHeader("header1")
+" of "+exchange.getOut().getHeader("header2")+":");
System.out.println(exchange.getOut().getBody(String.class));

ルートの実⾏

[Run] (実⾏)タブをクリックし、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開始しま
す。F6を押して実⾏することもできます。
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結果:1番⽬のサブルートで⽣成されたメッセージは、コンシューマーエンドポイントで同期的に受
信され、処理後にコンソールに表⽰されます。設定のとおり、メッセージ交換が1回トリガーされま
す。
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cFile

cFileプロパティ
コンポーネントファミリー メッセージング
機能 cFileはファイルシステムへのアクセスを提供します。
⽬的 cFileを使うと、これ以外のCamelコンポーネントでファイルを処理できるようにな

り、これ以外のコンポーネントからのメッセージをディスクに格納できるようになり
ます。

[Basic settings] (基本設定) [Path] (パス) アクセスまたは格納されるファイルのパス。
 [Parameters/Noop] (パラ

メーター/操作なし)
ファイルが読み取られた後に、そのファイルを元のフォル
ダーに維持するには、このチェックボックスをオンにしま
す。

 [Parameters/Flatten] (パ
ラメーター/平坦化)

ファイル名のパスを平坦化して先導するパスを取り除くに
は、このチェックボックスをオンにします。これにより、
サブディレクトリで再帰的にファイルを処理することがで
きますが、たとえば、複数のファイルを別のディレクトリ
に書き込むと、それらのファイルは1つのディレクトリに
書き込まれます。

 [Parameters/AutoCreate]
(パラメーター/⾃動⽣成)

ディレクトリが存在しない場合、[Path] (パス)フィールド
で指定したディレクトリを⾃動的に作成するには、この
チェックボックスをオンにします。

 [Parameters/
BufferSize(kb)] (パート
ナー/バッファサイズ
(kb))

書き込みのバッファサイズ(バイト)。

 [Encoding] (エンコー
ディング)

ファイルのエンコーディングをISO-8859-15、UTF-8、ま
たはCUSTOMのいずれかに指定します。

 [FileName] (ファイル名) 処理するファイルの名前。指定したディレクトリで1つの
ファイルのみを処理する場合、このオプションを選択しま
す。

[Advanced settings] (詳細設
定)

[Advanced] (詳細) 該当するテーブルでオプションの引数を設定しま
す。[+]を必要な回数クリックして、テーブルに引数を追
加します。次に、該当する[Value] (値)フィールドをク
リックして値を⼊⼒します。利⽤可能なURIオプション
は、http://camel.apache.org/file2.htmlのサイトを参照し
てください。

使⽤⽅法 cFileはルートの開始、中間、または終了のいずれのコンポーネントにもできます。
制限事項  なし

シナリオ:1つのディレクトリからファイルを読み込み、別
のディレクトリにファイルを書き込む
このシナリオでは、⼊⼒cFileコンポーネントがローカルファイルディレクトリを参照するように設
定し、別のディレクトリにファイルを書き込む出⼒cFileコンポーネントにディレクトリのファイル
を送信します。

http://camel.apache.org/file2.html
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コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)で[Messaging] (メッセージング)フォルダーを展開し、cFileコンポーネン
トを選択します。⼊⼒として1つのコンポーネント、出⼒としてもう1つのコンポーネントをデザ
インワークスペースにドロップします。

2. ⼊⼒cCXFコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) > [Route]
(ルート)を選択して、出⼒cFileコンポーネントをクリックします。

3. それぞれの機能がわかりやすいようにコンポーネントにラベルを付けます。

コンポーネントの設定

1. ⼊⼒cFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Path] (パス)フィールドで、⼊⼒ファイルパスを参照して探すか⼊⼒します。その他のパラメー
ターはそのままにしておきます。

3. 出⼒cFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。
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4. 上に⽰すように、[Path] (パス)フィールドで、出⼒ファイルパスを参照して探すか⼊⼒します。
その他のパラメーターはそのままにしておきます。

5. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま
す。

コードで⽰されているとおり、メッセージルートがfromの1つのエンドポイントから.toの別のエ
ンドポイントへと構築されます。

2. [Run] (実⾏)タブをクリックして表⽰し、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開
始します。F6を押して実⾏することもできます。

結果:⼊⼒ファイルが指定した出⼒ディレクトリに書き込まれました。
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cFtp

cFtpプロパティ
コンポーネントファミリー メッセージング
機能 cFtpは、FTP、FTPS、およびSFTPプロトコルによる、リモートファイルシステムへ

のアクセスを提供しています。
⽬的 cFtpを使って、リモートファイルシステムでデータを交換できます。
[Basic settings] (基本設定) [Parameters/type] (パラ

メーター/タイプ)
ftp、sftp、またはftpsのいずれかのファイル転送プロト
コルを選択します。

 [Parameters/server] (パ
ラメーター/サーバー)

アクセスするリモートサーバーのアドレスを⼊⼒します。

 [Parameters/port] (パラ
メーター/ポート)

アクセスするポート番号のアドレスを⼊⼒します。

 [Parameters/username]
(パラメーター/ユーザー
名)

ユーザー認証情報を⼊⼒します。

 [Parameters/password]
(パラメーター/パスワー
ド)

ユーザー認証情報を⼊⼒します。

 [Parameters/directory]
(パラメーター/ディレク
トリ)

リモートサーバーでアクセスするディレクトリを⼊⼒しま
す。指定しない場合は、ルートディレクトリにアクセスし
ます。

[Advanced settings] (詳細設
定)

[Advanced] (詳細) 該当するテーブルでオプションの引数を設定しま
す。[+]を必要な回数クリックして、テーブルに引数を追
加します。次に、該当する[Value] (値)フィールドをク
リックして値を⼊⼒します。利⽤可能なURIオプション
は、http://camel.apache.org/ftp.htmlのサイトを参照し
てください。

使⽤⽅法 cFtpはルートの開始、中間、または終了のいずれのコンポーネントにもできます。
制限事項  なし

関連シナリオ:
このコンポーネントに関するシナリオはまだ提供されていません。

http://camel.apache.org/ftp.html
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cHttp

cHttpプロパティ
コンポーネントファミリー メッセージング
機能 cHttpは、HTTPリクエストの取得と⽣成にHTTPベースのエンドポイントを提供しま

す。
⽬的 cHttpを使って、クライアントとしての外部HTTPリソースを取得し、サーバーとし

てのWebサービスを⽣成できます。
[Basic settings] (基本設定) [Uri] 呼び出すHttpリソースのURI。
 [Client] (クライアント) cHttpをクライアントとして使って外部サーバーを呼び出

すには、このオプションをオンにします。
 [Server] (サーバー) cHttpをサーバーとして使ってWebサービスを⽣成するに

は、このオプションをオンにします。
 [Client Configuration /

Method] (クライアント設
定/メソッド)

リスト
のGET、POST、PUT、DELETE、HEAD、OPTIONS、TRACEか
らHttpリクエストのメソッドを選択します。

 GET:リクエストURLで特定された情報を取得します。

[Parameters] (パラメーター): [+]ボタンをクリックし
て、必要な数の⾏を追加し、テーブルでキーと値を定義し
ます。

[Encoder Charset] (エンコード⽂字セット): フィールド
にエンコード⽂字セットを⼊⼒します。

 POST:リクエストURIで特定されるリソースの新しい下位
リソースとして、リクエストに含まれるエンティティを受
け⼊れることを配信元のサーバーに要求します。

[Plain Text] (プレーンテキスト): まず、[Content-Type]
(コンテンツタイプ)を選択します。このタイプには、text/
plain、text/html、text/xml、application/x-www-form-
urlencoded、application/xml、application/JSON、また
はother... (その他...)があります([other...] (その他...)を選
択した場合に表⽰されるフィールドでコンテンツタイプ
を指定します)。次に、リクエストメッセージのテキスト
を[Content] (コンテンツ)ボックスに⼊⼒します。

[Form Style] (フォームスタイル): [+]ボタンをクリッ
クして、必要な数の⾏を追加し、[Parameters] (パ
ラメーター)テーブルでキーと値を定義します。さら
に、[Encoder Charset] (エンコード⽂字セット)フィール
ドにエンコード⽂字セットを⼊⼒します。

[Use Message Body] (メッセージ本⽂の使⽤): Http
リクエストとして受信メッセージの本⽂を使⽤しま
す。[Content-Type] (コンテンツタイプ)を選択し
ます。このタイプには、text/plain、text/html、text/
xml、application/x-www-form-urlencoded、application/
xml、application/JSON、またはother... (その他...)がありま
す([other...] (その他...)を選択したら、その後に表⽰される
フィールドでコンテンツタイプを指定します)。

 PUT:含まれるエンティティを指定したリクエストURIの下
に格納するよう要求します。
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[Plain Text] (プレーンテキスト): まず、[Content-Type]
(コンテンツタイプ)を選択します。このタイプには、text/
plain、text/html、text/xml、application/x-www-form-
urlencoded、application/xml、application/JSON、また
はother... (その他...)があります([other...] (その他...)を選
択した場合に表⽰されるフィールドでコンテンツタイプ
を指定します)。次に、リクエストメッセージのテキスト
を[Content] (コンテンツ)ボックスに⼊⼒します。

[Form Style] (フォームスタイル): [+]ボタンをクリッ
クして、必要な数の⾏を追加し、[Parameters] (パ
ラメーター)テーブルでキーと値を定義します。さら
に、[Encoder Charset] (エンコード⽂字セット)フィール
ドにエンコード⽂字セットを⼊⼒します。

[Use Message Body] (メッセージ本⽂の使⽤): Http
リクエストとして受信メッセージの本⽂を使⽤しま
す。[Content-Type] (コンテンツタイプ)を選択し
ます。このタイプには、text/plain、text/html、text/
xml、application/x-www-form-urlencoded、application/
xml、application/JSON、またはother... (その他...)がありま
す([other...] (その他...)を選択したら、その後に表⽰される
フィールドでコンテンツタイプを指定します)。

 DELETE:リクエストURIで特定されるリソースの削除を配
信元のサーバーに要求します。

[Parameters] (パラメーター): [+]ボタンをクリックし
て、必要な数の⾏を追加し、テーブルでキーと値を定義し
ます。

[Encoder Charset] (エンコード⽂字セット): フィールド
にエンコード⽂字セットを⼊⼒します。

 HEAD:GETと同⼀ですが、サーバーが応答にメッセージ本
⽂を返さないことが異なります。

[Parameters] (パラメーター): [+]ボタンをクリックし
て、必要な数の⾏を追加し、テーブルでキーと値を定義し
ます。

[Encoder Charset] (エンコード⽂字セット): フィールド
にエンコード⽂字セットを⼊⼒します。

 OPTIONS:リクエストURIで特定されるリクエスト/応答連
鎖で利⽤可能な通信オプションに関する情報を要求しま
す。

 TRACE:リクエストメッセージのリモートアプリケーショ
ン層ループバックを有効にします。

 [Server Configuration /
Disable Stream Cache]
(サーバー設定/ストリー
ムキャッシュの無効化)

DefaultHttpBindingにより、リクエスト⼊⼒ストリーム
がストリームキャッシュにコピーされ、メッセージの本
⽂に挿⼊されます。このチェックボックスをオンにする
と、DefaultHttpBindingにより、リクエスト⼊⼒ストリー
ムがメッセージの本⽂で直接設定されます。

 [Server Configuration /
Session Support] (サー
バー設定/セッションサ
ポート)

Jettyのサーバー側でセッションマネージャーを有効にす
るには、このチェックボックスをオンにします。

 [Server Configuration /
Use Transfer-Encoding]
(サーバー設定/Transfer-
Encodingの使⽤)

このオプションはデフォルトで有効になっています。こ
のチェックボックスをオフにすると、Jettyサーブレッ
トにより、HTTPストリーミングが無効にされ、応答の
content-lengthヘッダーが設定されます。

 [Server Configuration /
Enable JMX] (サーバー設
定/JMXの有効化)

Jetty JMXサポートをこのエンドポイントに対して有効に
するには、このオプションをオンにします。このオプショ
ンの詳細は、http://camel.apache.org/jetty.html#Jetty-
JettyJMXsupportのサイトを参照してください。

http://camel.apache.org/jetty.html#Jetty-JettyJMXsupport
http://camel.apache.org/jetty.html#Jetty-JettyJMXsupport
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 [Server Configuration /
Match on URI Prefix]
(サーバー設定/URIプレ
フィックスのマッチ)

CamelServletを使って、ターゲットコンシューマーを
検出する際に、完全⼀致するものがない場合、URIプ
レフィックスを⼀致させて検出するには、このチェッ
クボックスをオンにします。このオプションの詳細
は、http://camel.apache.org/how-do-i-let-jetty-match-
wildcards.htmlのサイトを参照してください。

 [Server Configuration /
Use Transfer-Encoding]
(サーバー設定/Jetty継続
性の使⽤)

JettyサーバーのJetty継続性を使⽤するには、この
チェックボックスをオンにします。このオプション
の詳細は、http://wiki.eclipse.org/Jetty/Feature/
Continuationsのサイトを参照してください。

 [Server Configuration /
Enable HTTP TRACE]
(サーバー設定/HTTP
TRACEの有効化)

HTTP TRACEメソッドを有効にするには、このオプション
をオンにします。

[Advanced settings] (詳細設
定)

Headers (ヘッダー) [+]ボタンをクリックして、必要な数の⾏を追加し、ヘッ
ダーのキーと値を定義します。

使⽤⽅法 cHttpは、外部Httpリソースを利⽤するためにHttpベースのエンドポイントを提供し
ます。つまり、クライアントとしてHttpを使⽤して外部サーバーを呼び出します。

制限事項 ライセンスの互換性の問題のため、このコンポーネントを使⽤する必要のある1つ
以上のJARファイルが提供されていません。[Component] (コンポーネント)タブ
の[Basic settings] (基本設定)ビューにある[Install] (インストール)ボタンをクリッ
クすると、不⾜しているJARファイルをインストールできます。詳細は、『Talendイ
ンストレーションガイド』でStudioの設定⽅法に関するセクションを参照してくださ
い。

シナリオ1:リモートファイルの内容の取得
このシナリオでは、cHttpを使って、http://wsf.cdyne.com/WeatherWS/Weather.asmxに掲載され
る天気の定義ファイルの本⽂を要求します。

コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)からデザインワークスペースに次のコンポーネントをドロッ
プします: cMessagingEndpoint、cSetBody、cHttp、cProcessor (この例で
はSTARTER)、HTTP_REQUEST_BODY、GET_WEATHER_DESCRIPTION、PRINT_RESPONSE。

2. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、コンポーネントをリンクします。

コンポーネントの設定

1. cMessagingEndpointコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タ
ブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

http://camel.apache.org/how-do-i-let-jetty-match-wildcards.html
http://camel.apache.org/how-do-i-let-jetty-match-wildcards.html
http://wiki.eclipse.org/Jetty/Feature/Continuations
http://wiki.eclipse.org/Jetty/Feature/Continuations
http://wsf.cdyne.com/WeatherWS/Weather.asmx
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2. [URI]フィールドに、"timer:go?repeatCount=1"とコードを⼊⼒し、メッセージの交換を開始
するためのタイマーを定義します。この例では、repeatCount=1という設定のため、1つのみの
メッセージ交換が実⾏されます。

3. cSetBodyコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [Language] (⾔語)フィールドで、[Constant] (定数)を選択します。

5. [Expression] (式)フィールドに、リクエストメッセージの本⽂として次のテキストを⼊⼒しま
す。

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\"
 xmlns:weat=\"http://ws.cdyne.com
/WeatherWS/\"><soapenv:Header/><soapenv:Body><weat:GetWeatherDefinitionInformation/
></soapenv:Body></soapenv:Envelope>

6. cHttpコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

7. [Uri]フィールドに、フェッチするファイルの場所を⼊⼒します。この場合、http://
wsf.cdyne.com/WeatherWS/Weather.asmxとなります。

8. [Client] (クライアント)ラジオボタンをクリックし、このcHttpコンポーネントをクライアント
として使⽤します。
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9. [Method] (メソッド)リストで[POST]を選択し、[Use Message Body] (メッセージ本⽂の使⽤)
ラジオボタンを選択します。[Content-Type] (コンテンツタイプ)リストで[text/xml]を選択しま
す。

10. 詳細な設定を⾏うために、[Advanced settings] (詳細設定)をクリックします。

11. [+]ボタンをクリックし、[Headers] (ヘッダー)テーブルに⾏を1⾏追加します。

[Key] (キー)フィールドにSOAPActionと⼊⼒し、[Value] (値)フィールドにhttp://

ws.cdyne.com/WeatherWS/GetWeatherInformationと⼊⼒します。

12. cProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

13. [Code] (コード)エリアに次のコードを⼊⼒し、リモートWebサイトからの応答(⽬的とするファ
イルの本⽂)を出⼒します。

System.out.println("--------------------RESPONSE--------------------");
System.out.println(exchange.getIn().getBody(String.class));
System.out.println("--------------------END--------------------");

14. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを確認しま
す。
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上に⽰すように、メッセージ交換はfromのエンドポイントのSTARTERから開始し、その本
⽂がcSetBody_1で<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=\"http://schemas.xmlsoap.org/

soap/envelope/\"xmlns:weat=\"http://ws.cdyne.com/WeatherWS/\"><soapenv:Header/

><soapenv:Body><weat:GetWeatherDefinitionInformation/></soapenv:Body></

soapenv:Envelope>に設定され、cHttp_1により、指定されるWebサイトに送信されます。最後
に、応答はcProcessor_1を使って出⼒されます。

2. F6を押し、ルートを実⾏します。

上に⽰すように、取得されたファイルでは、最⼤37の天気と詳細な説明が定義されています。
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シナリオ2:cHttpを使ったWebサービスの⽣成
このシナリオでは、サーバーとしてcHttpを使って、Webサービスを⽣成します。cProcessorコン
ポーネントを使って、サービスを要求します。

コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)からcHttpとcProcessorの各コンポーネントをドラッグし、デザインワー
クスペースにドロップします。

2. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、コンポーネントをリンクします。

3. 役割がわかりやすいようにコンポーネントにラベルを付けます。

コンポーネントの設定

1. cHttpコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [URI]フィールドに、"http://localhost:8088/user"と⼊⼒します。これは、要求に対してサー
バーがアクセス可能な場所です。

3. [Server] (サーバー)ラジオボタンをクリックし、このcHttpコンポーネントをサーバーとして使
⽤します。その他のオプションはデフォルト設定のままにしておきます。

4. cProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。
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5. [Code] (コード)エリアに次のコードを⼊⼒し、メッセージ交換のヘッダーIDを取得します。
System.out.println(exchange.getIn().getHeader("id"));

6. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏
1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを確認しま

す。

上に⽰すように、ルートがfromのエンドポイントserver_cHttp_1で構築され、メッセージヘッ
ダーのidがcProcessor_1により出⼒されます。

2. F6を押し、ルートを実⾏します。

3. Webブラウザの起動アドレスバーにhttp://localhost:8088/user?id=1と⼊⼒し、Enterキーを
押しします。空⽩のページが開きます。
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4. Studioに切り替えます。IDの1がコンソールに出⼒されます。
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cJMS

cJMSプロパティ
コンポーネントファミ
リー

メッセージング

機能 cJMSは、JMSキューまたはトピックにメッセージを送信するか、メッセージをコンシュー
ムします。

⽬的 cJMSを使って、ルートとJMSプロバイダーの間でメッセージを交換します。
 URI/Type (URI/タイプ) メッセージングのタイプを選択します。queue (キュー)また

はtopic (トピック)のいずれかになります。
 URI/Destination (URI/宛先) JMSキューまたはトピックの名前を⼊⼒します。
 ConnectionFactory [...]ボタンをクリックし、メッセージの処理に使

⽤するJMS接続ファクトリを選択するか、該当す
るcJMSConnectionFactoryコンポーネントの名前をフィー
ルドに直接⼊⼒します。

[Advanced settings]
(詳細設定)

URI Options (URIオプション) 該当するテーブルでオプションの引数を設定します。[+]を
必要な回数クリックして、テーブルに引数を追加します。
次に、該当する[Value] (値)フィールドをクリックして
値を⼊⼒します。利⽤可能なURIオプションは、http://
camel.apache.org/jms.htmlのサイトを参照してください。

使⽤⽅法 cJMSはルートの開始、中間、または終了のいずれのコンポーネントにもできます。
制限事項  なし

シナリオ1:JMSキューからのメッセージの送受信
このシナリオでは、cJMSコンポーネントを使って、ローカルファイルシステムから1つのサブルー
トのメッセージキューにメッセージを送信すると、そのメッセージはもう1つのサブルートの別
のcJMSコンポーネントでコンシュームされます。

http://camel.apache.org/jms.html
http://camel.apache.org/jms.html
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コンポーネントのドロップおよびリンク
1. [Palette] (パレット)で[Context] (コンテキスト)フォルダーを展開

し、cJMSConnectionFactoryコンポーネントをデザインワークスペースにドロップして、メッ
セージ処理のためにJMS接続ファクトリーを指定します。

2. [Messaging] (メッセージング)フォルダーから、1つのcFileコンポーネントと2つのcJMSコン
ポーネントをデザインワークスペースにドロップします。

3. [Processor] (プロセッサー)フォルダーから、cProcessorコンポーネントをデザインワークス
ペースにドロップします。

4. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、メッセージプロデューサーとしてcFileコンポーネ
ントとcJMSコンポーネントをリンクします。

5. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、メッセージコンシューマーのサブルートとして2番
⽬のcJMSコンポーネントとcProcessorコンポーネントをリンクします。

6. 機能がわかりやすいようにコンポーネントにラベルを付けます。

コンポーネントの設定
1. cJMSConnectionFactoryコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネン

ト)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [MQServer]リストからMQサーバーを選択します。この使⽤例では、デフォルトのActiveMQ
サーバーを使ってメッセージを処理します。

[Broker URI] (ブローカーURI)フィールドに、メッセージブローカーのURIを⼊⼒します。ここ
ではデフォルトのURIの"vm://localhost?broker.persistent=false"を使⽤します。

3. メッセージプロデューサーのサブルートで、cFileコンポーネントをダブルクリックし、[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。
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4. cFileコンポーネントのプロパティを定義します。

この使⽤例では、電⼦メッセージとして送信されるソースファイルを格納するフォルダーのパス
を指定し、その他のパラメーターはそのままにしておきます。

5. Message_producerというcJMSコンポーネントをダブルクリックし、[Basic settings] (基本設
定)ビューを開きます。

6. [Type] (タイプ)リストから[queue] (キュー)を選択し、JMSキューにメッセージを送信します。

[Destination] (宛先)フィールドに、JMSキューの名前を⼊⼒します。この場合
は、"queue.hello"になります。

[ConnectionFactory]のとなりの[...]ボタンをダブルクリックします。ダイアログボックスで設
定したJMS接続ファクトリを選択し、[OK]をクリックします。cJMSConnectionFactoryコン
ポーネントの名前をフィールドに直接⼊⼒することもできます。

7. メッセージコンシューマーのサブルートに切り替え、Message_consumerというcJMSコンポー
ネントをダブルクリックし、[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

8. メッセージプロデューサーのパラメーターと全く同じものを使って、メッセージコンシューマー
を設定します。

9. cProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Basic settings] (基本設定)ビューを開きま
す。
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10. [Code] (コード)エリアで、次に⽰すようにコードをカスタマイズし、受信されるメッセージの
ファイル名を[Run] (実⾏)コンソールに表⽰します。

System.out.println("Message consumed: "+
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

11. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏
1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま

す。

部分的なコードで⽰されているとおり、メッセージルートはfromのFile_sourceか
ら.toのMessage_producerへと構築されています。このメッセージプロデューサーによ
り、vm://localhost?broker.persistent=falseで特定されるブローカーを介して、メッセージ
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キューにメッセージが送信されます。from Message_consumerのメッセージは、cProcessor_1に
より処理されます。

2. [Run] (実⾏)ビューで、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートを実⾏します。F6を押して実
⾏することもできます。

結果：[Run] (実⾏)コンソールで⽰すように、コンシューマーによりメッセージが受信されま
す。

シナリオ2:JMSローカルトランザクションの設定
このシナリオでは、3つの⼿順で、ローカルトランザクションによりJMSメッセージを送信、テス
ト、受信します。

1. 1番⽬のルートを使って、"hello world!"というメッセージをqueue.helloというJMSキューにフィー
ドします。

2. 2番⽬のルートを使って、受信したJMSメッセージをテストします。メッセージはqueue.helloとい
うキューに6回再配信され、Dead LetterというJMSキューに移動します。ルートは、メッセージの
交換を処理するたびに例外をスローするようにプログラムされています。

3. 3番⽬のルートを使って、Dead LetterというJMSキューから"hello world!"というメッセージを受信
します。

この使⽤例では、ローカルActiveMQサーバーを使って異なるルートの間で送受信されるメッセージ
を処理します。ルートを実⾏する前に、ActiveMQサーバーを起動する必要があります。ActiveMQ
サーバーのインストールと起動の詳細は、Apache Webサイトのhttp://activemq.apache.org/
index.htmlを参照してください。

queue.helloというJMSキューへのメッセージの送信

http://activemq.apache.org/index.html
http://activemq.apache.org/index.html
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コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)から次の5つのコンポーネントをデザインワークスペースにドロップします:
cJMSConnectionFactory、cConfig、cMessagingEndpoint、cJMS、cProcessor。

2. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、cMessagingEndpoint コンポーネントとcJMSコ
ンポーネントをリンクします。

3. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、cJMSコンポーネントとcProcessorコンポーネン
トをリンクします。

コンポーネントの設定

1. cJMSConnectionFactoryコンポーネント(この例ではAMQ_Send_ConnectionFactory)をダブル
クリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きま
す。

2. [MQServer]リストからMQサーバーを選択します。この使⽤例では、デフォルトのActiveMQ
サーバーを使ってメッセージを処理します。

3. [Broker URI] (ブローカーURI)フィールドに、ローカルActiveMQサーバーのデフォルトのURIを
⼊⼒します。この場合は、"tcp://localhost:61616"になります。

4. cConfigコンポーネント(この例ではDatasetConfig)をダブルクリックし、[Component] (コン
ポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開き、パラメーターを設定します。

5. 下に⽰すように、[Code] (コード)フィールドにコードを⼊⼒し、helloというデータセットイン
スタンスをレジストリに登録します。
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org.apache.camel.component.dataset.SimpleDataSet dataset = new 
org.apache.camel.component.dataset.SimpleDataSet(1);
dataset.setDefaultBody("Test Data: hello world!");
org.apache.camel.impl.SimpleRegistry registry = new  
org.apache.camel.impl.SimpleRegistry();
     registry.put("hello",dataset);
camelContext.setRegistry(registry); 

6. SimpleDatasetGenというcMessagingEndpointコンポーネントをダブルクリック
し、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開き、パラメー
ターを設定します。

7. [URI]フィールドに、"dataset:hello"と⼊⼒します。

8. AMQ_SendというcJMSコンポーネントをダブルクリックし、[Basic settings] (基本設定)
ビューを開きます。

9. JMSキューにメッセージを送信するために、[Type] (タイプ)リストから[queue] (キュー)を選択
します。

[Destination] (宛先)フィールドに、JMSキューの名前を⼊⼒します。この場合
は、"queue.hello"になります。

[ConnectionFactory]のとなりの[...]ボタンをダブルクリックします。ダイアログボックスで設
定したJMS接続ファクトリを選択し、[OK]をクリックします。cJMSConnectionFactoryコン
ポーネントの名前をフィールドに直接⼊⼒することもできます。
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10. PrintSendMsgというcProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポー
ネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。[Code] (コード)エリアのコードを
カスタマイズし、取得した送信メッセージをコンソールに表⽰します。

System.out.println("AMQ Send: "+
exchange.getIn().getBody(String.class));

ルートの実⾏

• [Run] (実⾏)ビューで、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートを実⾏します。F6を押して実
⾏することもできます。

結果：[Run] (実⾏)コンソールに表⽰されるように、"hello world!"という1つのメッセージがJMS
キューに送信されます。

受信メッセージのテスト
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コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)から次の4つのコンポーネントをデザインワークスペースにドロップします:
1つのcJMS、2つのcProcessor、1つのcJMSConnectionFactory。

2. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、cJMSコンポーネントと1番⽬のcProcessorコン
ポーネントをリンクします。

3. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、1番⽬のcProcessorコンポーネントと2番⽬
のcProcessorコンポーネントをリンクします。

コンポーネントの設定

1. AMQ_Rev_ConnectionFactoryというcJMSConnectionFactoryコンポーネントをダブルクリッ
クし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [MQServer]リストからMQサーバーを選択します。この使⽤例では、デフォルトのActiveMQ
サーバーを使ってメッセージを処理します。

[Use transaction] (トランザクションの使⽤)チェックボックスをオンにします。

3. [Broker URI] (ブローカーURI)フィールドに、ローカルActiveMQサーバーのデフォルトのURIを
⼊⼒します。この場合は、"tcp://localhost:61616"になります。

4. AMQ_RevというcJMSコンポーネントをダブルクリックし、[Basic settings] (基本設定)ビュー
を開きます。

5. [Type] (タイプ)リストから[queue] (キュー)を選択し、JMSキューにメッセージを送信します。

[Destination] (宛先)フィールドに、JMSキューの名前を⼊⼒します。この場合
は、"queue.hello"になります。

[ConnectionFactory]のとなりの[...]ボタンをダブルクリックします。ダイアログボックスで設
定したJMS接続ファクトリを選択し、[OK]をクリックします。cJMSConnectionFactoryコン
ポーネントの名前をフィールドに直接⼊⼒することもできます。
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6. PrintRevMsgというcProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポー
ネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。[Code] (コード)エリアのコードを
カスタマイズし、取得した受信メッセージをコンソールに表⽰します。
System.out.println("AMQ Receive: "+
exchange.getIn().getBody(String.class));

7. ThrowExという2番⽬のcProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コン
ポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。[Code] (コード)エリアのコー
ドをカスタマイズし、ルートによりメッセージの交換が処理されるたびにForce failという例外が
スローされるようにします。
throw new Exception("Force fail")

ルートの実⾏
• [Run] (実⾏)ビューで、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートを実⾏します。F6を押して実

⾏することもできます。

結果："hello world!"というメッセージがテストされ、ロールバックトランザクションが実⾏さ
れます。メッセージの再配信試⾏が6回を超えると、保留のメッセージがDead LetterというJMS
キューに送信されます。

DeadLetterというJMSキューからのメッセージの受信

コンポーネントのドロップおよびリンク
1. [Palette] (パレット)から次の3つのコンポーネントをデザインワークスペースにドロップします:

cJMSConnectionFactory、cJMS、cProcessor。

2. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、cJMSコンポーネントとcProcessorコンポーネン
トをリンクします。

コンポーネントの設定
1. cJMSConnectionFactoryコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネン

ト)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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2. [MQServer]リストからMQサーバーを選択します。この使⽤例では、デフォルトのActiveMQ
サーバーを使ってメッセージを処理します。

3. [Broker URI] (ブローカーURI)フィールドに、ローカルActiveMQサーバーのデフォルトのURIを
⼊⼒します。この場合は、"tcp://localhost:61616"になります。

4. DeadLetterQueueJMSというcJMSコンポーネントをダブルクリックし、[Basic settings] (基本
設定)ビューを開きます。

5. [Type] (タイプ)リストから[queue] (キュー)を選択し、JMSキューにメッセージを送信します。

[Destination] (宛先)フィールドに、JMSキューの名前を⼊⼒します。この場合
は、"ActiveMQ.DLQ" (デフォルトはActiveMQのDead Letterキュー)になります。

[ConnectionFactory]のとなりの[...]ボタンをダブルクリックします。ダイアログボックスで設
定したJMS接続ファクトリを選択し、[OK]をクリックします。cJMSConnectionFactoryコン
ポーネントの名前をフィールドに直接⼊⼒することもできます。

6. PrintMsgというcProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネン
ト)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。[Code] (コード)エリアのコードをカス
タマイズし、取得した受信メッセージをコンソールに表⽰します。

System.out.println("AMQ Receive: "+ 
exchange.getIn().getBody(String.class));
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ルートの実⾏

• [Run] (実⾏)ビューで、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートを実⾏します。F6を押して実
⾏することもできます。

結果：[Run] (実⾏)コンソールで⽰すように、Dead Letterキューに⼊っていた"hello world!"とい
うメッセージが受信されます。

シナリオ3:Camel Quartzを使って、JMSキューから配信
スケジュールされたメッセージの送受信
このシナリオでは、Camel Quartzコンポーネントを使って、JMSキューからスケジュールされた
メッセージを配信する⽅法について説明します。

そのためには、2つのルートを構築します。1つはメッセージプロデューダールートで、もう1つはコ
ンシューマールートです。Quartzコンポーネントをプロデューサールートで実⾏し、スケジュールさ
れたメッセージをJMSキューに送信します。そのメッセージは、コンシューマールートで受信されま
す。

この使⽤例では、メッセージブローカーとしてApache ActiveMQを使⽤します。ルートを実⾏する前
に、ActiveMQサーバーを起動する必要があります。ActiveMQサーバーのインストールと起動の詳細
は、Apache Webサイトのhttp://activemq.apache.org/index.htmlを参照してください。

http://activemq.apache.org/index.html
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プロデューサールートの構築

コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)から1つのcJMSConnectionFactory、1つのcJMS、1つのcSetBody、およ
び2つのcMessagingEndpointコンポーネントをドラッグし、デザインワークスペースにドロッ
プします 。

2. 役割がわかりやすいようにコンポーネントにラベルを付け、上に⽰すように[Row] (⾏)
>[Route] (ルート)接続を使って、コンポーネントをリンクします。

コンポーネントの設定

1. cJMSConnectionFactoryコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネン
ト)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [MQServer]リストからActiveMQを選択し、メッセージを処理します。

[Broker URI] (ブローカーURI)フィールドに、ローカルActiveMQサーバーのURIを⼊⼒します。
この場合は、"tcp://localhost:61616"になります。

[Use PooledConnectionFatory] (プール済み接続ファクトリーの使⽤)チェックボックスをオン
にします。デフォルトの設定はそのままにしておきます。

3. quartzConsumerコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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4. [URI]フィールドに、"quartz://HelloWorld?

trigger.repeatInterval=2000&trigger.repeatCount=-1"とコードを⼊⼒し、メッセージの交換
を開始するためのタイマーを定義します。この使⽤例では、2秒間隔でメッセージを繰り返し配
信します。Quartzの詳細は、http://camel.apache.org/quartz.htmlのサイトを参照してくださ
い。

5. [Advanced settings] (詳細設定)ビューをクリックします。[Dependencies] (依存関係)リスト

の下の をクリックして⾏を追加し、ドロップダウンリストからquartzを選択します。Quartz
コンポーネントの詳細は、http://camel.apache.org/quartz.htmlを参照してください。

6. cSetBodyコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

7. [Language] (⾔語)リストボックスでSimpleを選択し、[Expression] (式)フィールドに"Hello

world"と⼊⼒します。

8. logMessageコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

http://camel.apache.org/quartz.html
http://camel.apache.org/quartz.html
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9. [URI]フィールドに、"log:quartzMessage"と⼊⼒します。ここでメッセージの交換がログに記
録されます。

10. jmsProducerコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

11. [Type] (タイプ)リストから[queue] (キュー)を選択し、JMSキューにメッセージを送信します。

[Destination] (宛先)フィールドに、JMSキューの名前を⼊⼒します。この場合
は、"quartzTest"になります。

[ConnectionFactory] (接続ファクトリ)フィールドに、設定したJMS接続ファクトリの名前を⼊
⼒します。

12. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを確認しま
す。

上に⽰すように、quartzConsumerからのメッセージフローは、cSetBody_1によりペイロードが
付加され、logMessageとjmsProducerに送信されています。
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2. F6を押し、ルートを実⾏します。

結果：メッセージ交換のログがコンソールに出⼒されます。

コンシューマールートの構築

コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)からcJMSConnectionFactory、cJMS、cMessagingEndpointコンポーネ
ントをドラッグして、デザインワークスペースにドロップします。

2. 役割がわかりやすいようにコンポーネントにラベルを付け、上に⽰すように[Row] (⾏)
>[Route] (ルート)接続を使って、コンポーネントをリンクします。

コンポーネントの設定

1. cJMSConnectionFactoryコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネン
ト)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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2. プロデューサールートと同じように、cJMSConnectionFactoryコンポーネントを設定します。

3. jmsConsumerコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. プロデューサールートのjmsProducerと同じように、jmsConsumerコンポーネントを設定し、
定義した"quartzTest"キューでメッセージを受信します。

5. logMessageコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

6. [URI]フィールドに、"log:quartzMessage"と⼊⼒します。ここでメッセージの交換がログに記
録されます。

7. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを確認しま
す。
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上に⽰すように、メッセージフローはjmsConsumerからlogMessageにルーティングされます。

2. F6を押し、ルートを実⾏します。

結果：メッセージ交換のログがコンソールに出⼒されます。
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cMail

cMailプロパティ
コンポーネントファミリー メッセージング
機能 cMailは、Springのメールサポートおよび基盤のJava Mailシステムを通じて電⼦

メールへのアクセスを提供します。
⽬的 cMailはルートでメールを送受信するように設計されています。
[Basic settings] (基本設定) [Protocol] (プロトコル) メールを送受信するためのプロトコルのリスト。
 [Host] (ホスト) メールサーバーのホスト名。
 [Port] (ポート) メールサーバーのポート番号。
 [UserName] (ユーザー名)

と[Password] (パスワー
ド)

ログイン認証データ。

 [Subject] (件名) 送信するメールの件名。
 [Content Type] (コンテン

ツタイプ)
メールのコンテンツタイプ

 [From] (差出⼈) メールの送信者。
 [To] (宛先) メールの受信者。
 [CC] メールのCC受信者。複数の電⼦メールアドレスはコンマ

で区切ります。
 [BCC] メールのBCC受信者。複数の電⼦メールアドレスはコン

マで区切ります。
[Advanced settings] (詳細設
定)

[Arguments] (引数) [+]ボタンをクリックし、[Arguments] (引数)テーブルに
必要な数の⾏を追加します。次に、引数の名前と値を⼊
⼒します。

使⽤⽅法 cMailを開始コンポーネントとして使⽤すると、メールを受信します。それ以外の
場合は、メールを送信します。

制限事項 ライセンスの互換性の問題のため、このコンポーネントを使⽤する必要のある1つ
以上のJARファイルが提供されていません。[Component] (コンポーネント)タブ
の[Basic settings] (基本設定)ビューにある[Install] (インストール)ボタンをクリッ
クすると、不⾜しているJARファイルをインストールできます。詳細は、『Talend
インストレーションガイド』でStudioの設定⽅法に関するセクションを参照してく
ださい。

シナリオ:cMailを使ってメールを送受信する
このシナリオには2つのルートが必要です。1番⽬はメールを送信し、2番⽬はメールを受信します。

ここでは、メールを送信するルートを構築します。

メールの送信
1. [Palette] (パレット)からデザインワークスペースにcFile、cMail、cProcessor(ラベル

はMail_to_send、Send_Mail、Mail_Sent)というコンポーネントをドロップします。

2. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、コンポーネントをリンクします。
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3. cFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [Path] (パス)フィールドのとなりの[...]ボタンをクリックし、送信するファイルが格納された
フォルダーを選択します。

5. [FileName] (ファイル名)フィールドに、送信するファイルの名前を⼊⼒します。このユース
ケースでは、test mail.txtになります。その他の項⽬のデフォルトの設定はそのままにしておきま
す。

このファイルの内容はtest mail bodyです。

6. cMailコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

7. [Protocols] (プロトコル)リストから[smtps]を選択します。

[Host] (ホスト)フィールドに、smtpサーバーの名前を⼊⼒します。このユースケースで
は、smtp.gmail.comになります。

[Username] (ユーザー名)フィールドおよび[Password] (パスワード)フィールドに、ログイン
認証情報を⼊⼒します。この例ではコンテキスト変数の形式になっています。コンテキスト変数
の詳細は、『Talend Studio ユーザーガイド』を参照してください。

[ContentType] (コンテンツタイプ)の設定はデフォルトのままにしておきます。つまり、text/
plainになります。

[To] (宛先)フィールドに、メールの受信者を⼊⼒します。この例ではこれもコンテキスト変数の
形式になっています。
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8. cProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

9. [Code] (コード)ボックスに以下のコードを⼊⼒し、メール送信後にプロンプトが表⽰されるよ
うにします。

System.out.println("Mail sent");

10. ルートを保存し、F6を押して実⾏します。

上に⽰すように、メールが正常に送信されました。

次に、メールを受信するルートを構築します。

メールの受信
1. [Palette] (パレット)からReceive_MailおよびMail_BodyというラベルのcMailおよ

びcProcessorコンポーネントをデザインワークスペースにドロップします。

2. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、コンポーネントをリンクします。

3. cMailコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [Protocols] (プロトコル)リストから[imaps]を選択します。

5. [Host] (ホスト)フィールドに、imapsサーバーの名前を⼊⼒します。このユースケースで
は、imaps.gmail.comになります。

6. [Port] (ポート番号)フィールドに、ポート番号を⼊⼒します。このユースケースでは、993にな
ります。
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7. [Username] (ユーザー名)フィールドおよび[Password] (パスワード)フィールドに、ログイン
認証情報を⼊⼒します。この例ではコンテキスト変数の形式になっています。コンテキスト変数
の詳細は、『Talend Studio ユーザーガイド』を参照してください。

8. [ContentType] (コンテンツタイプ)の設定はデフォルトのままにしておきます。つまり、text/
plainになります。

9. cProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

10. [Code] (コード)ボックスに以下のコードを⼊⼒し、メールの本⽂を出⼒します。

System.out.println(exchange.getIn().getBody(String.class));

11. ルートを保存し、F6を押して実⾏します。

上に⽰すように、メールが正常に受信されました。その内容はtest mail bodyです。
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cMessagingEndpoin

cMessagingEndpointプロパティ
コンポーネントファミリー メッセージング
機能 cMessagingEndpointでは、メッセージを送信または受信することで2つのアプリ

ケーションが通信できるようにします。1つのエンドポイントで両⽅を⾏うことはで
きません。

⽬的 cMessagingEndpointはメッセージを送受信します。
[Basic settings] (基本設定) URI 送受信されるメッセージのURI。次のような異なる形式に

できます。

-ファイルの場合: "file:/"

-データベースの場合: "jdbc:/"

-プロトコルの場合: "ftp:/"、"http:/"

-その他

以下のように、⼀般的なURIの構⽂を使って、URIにパラ
メーターを追加できます。

"file:/directoryName?option=value&option=value"

cMessagingEndpointで使⽤できるさまざまなコンポー
ネントの詳細は、Apache CamelのWebサイト: http://
camel.apache.org/components.htmlを参照してくださ
い。

[Advanced settings] (詳細設
定)

[Dependencies] (依存関
係)

Camelのコアはデフォルト
で、bean、browse、class、dataset、direct、file、language、log、mock、properties、ref、seda、timer、vm
のコンポーネントをサポートしています。

その他のコンポーネントを使⽤するに
は、cMessagingEndpointコンポーネントで対応する依存
関係を設定する必要があります。その場合、次のようにし
ます。

[+]ボタンをクリックし、[Camel component](Camelコン
ポーネント)リストに新しい⾏を追加します。追加した⾏
で、cMessagingEndpointで使⽤するコンポーネントを選
択します。⼀般的に使⽤されるCamelコンポーネントの詳
細は、「一般的に使用されるCamelコンポーネント」を参
照してください。

 [Use a custom
component] (カスタムコ
ンポーネントの使⽤)

カスタムコンポーネントを使⽤する場合、このチェック
ボックスをオンにし、[...]ボタンをクリックして、独⾃の
コンポーネントを含むjarファイルをアップロードします。

このカスタムコンポーネントの推移的依存関係
は、すべてこのjarファイルに含まれている必要が
あります。

使⽤⽅法 このコンポーネントは、ルートでの位置に応じて、メッセージエンドポイントの送受
信に使⽤できます。

制限事項  なし

http://camel.apache.org/components.html
http://camel.apache.org/components.html
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⼀般的に使⽤されるCamelコンポーネント
次の表には、cMessagingEndpointで呼び出すことができる、最もよく使⽤されるCamelコンポー
ネントを⽰します。表のリンクをクリックすると、Apache CamelのWebサイトに移動し、これらの
コンポーネントの最新情報を確認できます。Talend ESBに付属のバージョンのCamelに該当する情
報を参照してください。さらに、『Talend ESB Mediation Developer Guide』でもCamelコンポーネ
ントの詳細を確認できます。

コンポーネント / アーティファクトID / URI 説明
ActiveMQ / activemq-camel

activemq:[topic:]destinationName

Apache ActiveMQを使ったJMSメッセージングで使⽤しま
す。

AHC / camel-ahc

ahc:http[s]://hostName[:port][/resourceUri][?

options]

Async Http Clientを使って、外部HTTPサービスを呼び出
します。

APNS / camel-apns

apns:<notify|consumer>[?options]

Apple iOSデバイスに通知を送信します。

Avro / camel-avro

avro:[transport]:[host]:[port][/messageName][?

options]

Apache Avroを使ってデータのシリアル化を⾏うために使
⽤します。

Atom / camel-atom

atom:uri

Apache Abderaを使って、Atomフィードの利⽤な
ど、Atomを組み込むために使⽤します。

Bean / camel-core

bean:beanName[?method=someMethod]

Camel Bean Bindingを使って、Camel Registryにある
Beanへのメッセージ交換をバインドします。また、POJO
(Plain Old Java Objects)の公開および呼び出しのためにも
使⽤します。

Cache / camel-cache

cache://cachename[?options]

キャッシュコンポーネントでは、キャッシュの実装
にEHCacheを使⽤して、キャッシングエンドポイントと
プロセッサーを作成できます。

Class / camel-core

class:className[?method=someMethod]

Camel Bean Bindingを使って、Camel Registryにある
Beanへのメッセージ交換をバインドします。また、POJO
(Plain Old Java Objects)の公開および呼び出しのためにも
使⽤します。

CMIS / camel-cmis

cmis://cmisServerUrl[?options]

Apache ChemistryのクライアントAPIを使って、CMSをサ
ポートするCMISとのインターフェイスを取ります。

Context / camel-context

context:camelContextI localEndpointName

別のCamelContext内のエンドポイントを参照するため
に、簡単なブラックボックス構成アプローチが利⽤できま
す。それにより、ルートはCamelContextに組み込まれ、
別のCamelContextの他のルート内でブラックボックス構
成として使⽤されます。

CouchDB / camel-couchdb

couchdb:hostName[:port]/database[?options]

Apache CouchDBの組み込みに使⽤します。

Crypto (Digital Signatures) / camel-crypto

crypto:sign:name[?options], crypto:verify:name[?

options]

Java Cryptographic ExtensionのSignature Serviceを使っ
て、交換に署名し、検証します。

CXF / camel-cxf

cxf:address[?serviceClass=...]

Apache CXFを使ってWebサービスを接続するために使⽤
します。

CXF Bean / camel-cxf

cxf:bean name

レジストリにあるJAX WSまたはJAX RSのアノテーション
が付いたBeanを使って、交換を処理します。上記のCXF
コンポーネントに⽐べて、設定内容は少なくなります。

CXFRS / camel-cxf

cxfrs:address[?resourcesClasses=...]

Apache CXFを使ってRESTサービスを接続するために使⽤
します。

http://camel.apache.org/activemq.html
http://activemq.apache.org/
http://camel.apache.org/ahc.html
https://github.com/AsyncHttpClient/async-http-client
http://camel.apache.org/apns.html
http://camel.apache.org/avro.html
http://avro.apache.org/
http://camel.apache.org/atom.html
http://incubator.apache.org/abdera/
http://camel.apache.org/bean.html
http://camel.apache.org/cache.html
http://ehcache.org/
http://camel.apache.org/class.html
http://camel.apache.org/cmis.html
http://chemistry.apache.org/java/opencmis.html
http://camel.apache.org/context.html
http://camel.apache.org/context.html
http://camel.apache.org/couchdb.html
http://couchdb.apache.org/
http://camel.apache.org/crypto-digital-signatures.html
http://camel.apache.org/cxf.html
http://cxf.apache.org/
http://camel.apache.org/cxf-bean-component.html
http://camel.apache.org/cxfrs.html
http://cxf.apache.org/
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コンポーネント / アーティファクトID / URI 説明
Direct / camel-core

direct:name

同⼀のCamelContextから別のエンドポイントを同期的に
呼び出します。

Disruptor / camel-disruptor

disruptor-vm:someName[?<option>]

disruptorに基づいてSEDAを実装できます。

ElasticSearch / camel-elasticsearch

elasticsearch://clusterName[?options]

Bean Bindingを使って、EJBにメッセージ交換をバインド
します。Beanコンポーネントのように動作しますが、ア
クセスできるのはEJBのみです。EJB 3.0以降に対応。

Spring Event / camel-spring

event://default, spring-event://default

Spring ApplicationEventsで使⽤します。

Exec / camel-exec

exec://executable[?options]

システムコマンドを実⾏します。

File / camel-core

file://nameOfFileOrDirectory

ファイルにメッセージを送信したり、ファイルまたはディ
レクトリをポーリングします。

Flatpack / camel-flatpack

flatpack:[fixed|delim]:configFile

FlatPack libraryを使って、固定幅または区切り記号付き
ファイルやメッセージを処理します。

FOP / camel-fop

fop:outputFormat[?options]

Apache FOPを使って、メッセージをさまざまな出⼒形式
にする際に使⽤します。

FreeMarker / camel-freemarker

freemarker:someTemplateResource

Freemarkerテンプレートを使って、応答を作成します。

FTP / camel-ftp

ftp:contextPath[?options]

FTPを使ってファイルを送受信します。

FTPS / camel-ftp

ftps://[username@]hostName[:port]/directoryName[?

options]

FTP Secure (TLSおよびSSL)を使ってファイルを送受信し
ます。

Geocoder / camel-geocoder

geocoder:address|latlng:latitude,longitude>[?

options]

住所のジオコーダルックアップ、または住所からのジオ
コーダ逆引きルックアップに対応しています。

Google Guava EventBus / camel-guava-eventbus

guava-eventbus:busName[?options]

Google Guava EventBusは、コンポーネント間のpublish-
subscribe-style通信を可能にします。このために、コン
ポーネントを互いに明⽰的に登録する必要はありませ
ん(そのため互いに注意が必要)。このコンポーネントは
CamelとGoogle Guava EventBusインフラストラクチャの
間の統合ブリッジの役割を果たします。

HBase / camel-hbase

hbase://table[?options]

HBaseストア(Hadoopデータベース)から読み取るため、
またはこのストアに書き込むために使⽤します。

HDFS / camel-hdfs

hdfs://hostName[:port][/path][?options]

HDFSファイルシステムから読み取るため、またはこのス
トアに書き込むために使⽤します。

HL7 / camel-hl7

mina2:tcp://hostname[:port]

HAPIライブラリを使って、HL7 MLLPプロトコルおよび
HL7モデルで動作させるために使⽤します。

HTTP4 / camel-http4

http4://hostname[:port]

Apache HTTP Client 4.xを使って、外部HTTPサーバーを
呼び出すために使⽤します。

IMAP / camel-mail

imap://hostname[:port]

IMapを使って電⼦メールを受信するために使⽤します。

Jasypt / camel-jasypt 簡素化されたオンザフライの暗号化ライブラリで、Camel
に組み込まれています。

http://camel.apache.org/direct.html
http://camel.apache.org/disruptor.html
https://github.com/LMAX-Exchange/disruptor
http://camel.apache.org/seda.html
http://camel.apache.org/elasticsearch.html
http://camel.apache.org/bean-binding.html
http://camel.apache.org/bean.html
http://camel.apache.org/spring-event.html
http://camel.apache.org/exec.html
http://camel.apache.org/file2.html
http://camel.apache.org/flatpack.html
http://flatpack.sourceforge.net
http://camel.apache.org/fop.html
http://xmlgraphics.apache.org/fop/index.html
http://camel.apache.org/freemarker.html
http://freemarker.org/
http://camel.apache.org/ftp2.html
http://camel.apache.org/ftp2.html
http://camel.apache.org/geocoder.html
http://camel.apache.org/guava-eventbus.html
http://docs.guava-libraries.googlecode.com/git/javadoc/com/google/common/eventbus/package-summary.html
http://docs.guava-libraries.googlecode.com/git/javadoc/com/google/common/eventbus/package-summary.html
http://camel.apache.org/hbase.html
http://hadoop.apache.org/hbase/
http://camel.apache.org/hdfs.html
http://hadoop.apache.org/
http://camel.apache.org/hl7.html
http://camel.apache.org/http4.html
http://camel.apache.org/mail.html
http://camel.apache.org/jasypt.html
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コンポーネント / アーティファクトID / URI 説明
jasypt: uri

JCR / camel-jcr

jcr://user:password@repository/path/to/node

Apache Jackrabbitなど、JCR (JSR-170)対応のリポジトリ
にメッセージを格納するために使⽤します。

JDBC / camel-jdbc

jdbc:dataSourceName?options

JDBCクエリと操作を⾏うために使⽤します。

Jetty / camel-jetty

jetty:url

HTTPでサービスを公開するために使⽤します。

JMS / camel-jms

jms:[topic:]destinationName

JMSプロバイダで使⽤します。

JMX / camel-jmx

jmx://platform?options

JMX通知リスナーで使⽤します。

JPA / camel-jpa

jpa://entityName

OpenJPA、Hibernate、またはTopLinkを使って、JPAの
Specificationを介してキューとしてデータベースを使⽤
するために使⽤します。

Jsch / camel-jsch

scp://localhost/destination

scpプロトコルのサポート。

Krati / camel-krati

krati://[path to datastore/][?options]

Kratiデータストアを⽣成または利⽤するために使⽤しま
す。

Log / camel-core

log:loggingCategory[?level=ERROR]

Jakarta Commons Loggingを使って、log4jなど基盤とな
るログシステムにメッセージ交換のログを記録するために
使⽤します。

Lucene / camel-lucene

lucene:searcherName:insert [?analyzer=<analyzer>]

Apache Luceneの⾼度な分析・トークン化機能を使っ
て、Javaベースのインデクシングとフルテキストベース
の検索のために使⽤します。

MINA2 / camel-mina2

mina2:[tcp|udp|vm]:host[:port][?options]

Apache MINA 2.xで使⽤します。

Mock / camel-core

mock:name

モックを使ったルートとメディエーションルールのテスト
のために使⽤します。

MongoDB / camel-mongodb

mongodb:connectionBean[?options]

MongoDBデータベースおよびコレクションとのインタ
ラクションのために使⽤します。データベースとコレク
ションに対してCRUDスタイルの操作などを実⾏するプロ
デューサーのエンドポイント、およびコレクションをリッ
スンしてCamelルートにオブジェクトをディスパッチする
コンシューマーエンドポイントを提供します。

MQTT / camel-mqtt

mqtt:name[?options]

MQTT M2Mメッセージブローカーと通信するためのコン
ポーネント。

Mustache / camel-mustache

mustache:templateName[?options]

Mustacheテンプレートを使って、応答を作成するために
使⽤します。

MyBatis / camel-mybatis

mybatis://statementName

MyBatisを使って、リレーショナルデータベースでクエ
リ、ポーリング、挿⼊、更新、または削除を実⾏するため
に使⽤します。

Netty / camel-netty-http

netty-http:http:[port]/context-path[?options]

Nettyプロジェクトを使って、Netty HTTPサーバーおよび
クライアントとして動作させるために使⽤します。

POP3 / camel-mail

pop3://user-info@host:port

POP3とJavaMailを使って電⼦メールを受信するために使
⽤します。

Properties / camel-core エンドポイントURI定義で直接プロパティプレースホル
ダーの使⽤を可能にするプロパティコンポーネントです。

http://camel.apache.org/jcr.html
http://jackrabbit.apache.org
http://camel.apache.org/jdbc.html
http://camel.apache.org/jetty.html
http://camel.apache.org/jms.html
http://camel.apache.org/jmx.html
http://camel.apache.org/jpa.html
http://openjpa.apache.org/
http://www.hibernate.org/
http://camel.apache.org/jsch.html
http://camel.apache.org/krati.html
http://camel.apache.org/log.html
http://camel.apache.org/lucene.html
http://camel.apache.org/mina2.html
http://mina.apache.org/
http://camel.apache.org/mock.html
http://camel.apache.org/mongodb.html
http://www.mongodb.org/
http://camel.apache.org/mqtt.html
http://mqtt.org
http://camel.apache.org/mustache.html
http://mustache.github.io/
http://camel.apache.org/mybatis.html
http://camel.apache.org/netty.html
http://netty.io/
http://camel.apache.org/mail.html
http://camel.apache.org/properties.html
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コンポーネント / アーティファクトID / URI 説明
properties://key[?options]

Quartz / camel-quartz

quartz://groupName/timerName

Quartz schedulerを使って、スケジュールされたメッセー
ジの配信を⾏います。

Quartz2 / camel-quartz2

quartz2://groupName/timerName[?options]

Quartz 2.x schedulerを使って、スケジュールされたメッ
セージの配信を⾏います。

RabbitMQ / camel-rabbitmq

rabbitmq://hostname[:port]/exchangeName[?options]

RabbitMQを組み込こむためのコンポーネントです。

Ref / camel-core

ref:name

Camel Registryでバインドされた既存のエンドポイントの
ルックアップのためのコンポーネント。

RMI / camel-rmi

rmi://host[:port]

RMIで使⽤します。

RSS / camel-rss

rss:uri

ROMEで、RSSフィードの利⽤などRSSの接続を⾏うとき
に使⽤します。

SAP NetWeaver / camel-sap-netweaver

sap-netweaver:hostName[:port][?options]

SAP NetWeaver Gatewayとの接続のために使⽤します。

SEDA / camel-core

seda:name

同⼀のCamelContextで別のエンドポイントを⾮同期的に
呼び出すために使⽤します。

SERVLET / camel-servlet

servlet:uri

Webコンテナにデプロイされるサーブレットを通じ
て、HTTPでサービスを公開するために使⽤します。

SJMS / camel-sjms

sjms:[queue:|topic:]destinationName[?options]

JMSクライアントを最初から実装するために使⽤します。

SFTP / camel-ftp

sftp://host[:port]/fileName

SFTP (FTP over SSH)を使ってファイルを送受信するため
に使⽤します。

SMTP / camel-mail

smtp://user-info@host[:port]

SMTPおよびJavaMailを使って電⼦メールを送信するため
に使⽤します。

SMPP / camel-smpp

smpp://user-info@host[:port]?options

JSMPPライブラリを使って、Short Messaging Service
Centerを介してSMSを送受信するために使⽤します。

SNMP / camel-snmp

snmp://host[:port]?options

SNMP4Jライブラリを介し、SNMPを使って、OID値を
ポーリングしトラップを受信するために使⽤します。

Solr / camel-solr

solr://hostName[:port]/solr[?options]

SolrjのクライアントAPIを使って、Apache Lucene
Solrサーバーとのインターフェイスを取ります。

SpringBatch / camel-spring-batch

spring-batch:jobName[?options]

CamelとSpring Batchをつなぐために使⽤します。

SpringIntegration / camel-spring-integration

spring-integration: defaultChannelName

CamelとSpring Integrationのブリッジコンポーネント。

Spring LDAP / camel-spring-ldap

spring-ldap:springLdapTemplateBean[?options]

Spring LDAPのためのCamelラッパー。

Spring Redis / camel-spring-redis

spring-redis://hostName:port[?options]

key-valueストアのRedisを利⽤し、Redisを使って⽣成を
⾏うためのコンポーネント。

Spring Web Services / camel-spring-ws

spring-ws:[mapping-type:]address[?options]

Spring Web Servicesを使った、Webサービスにアクセス
するためのクライアント側のサポート、独⾃のコントラク

http://camel.apache.org/quartz.html
http://www.quartz-scheduler.org/
http://camel.apache.org/quartz2.html
http://www.quartz-scheduler.org/
http://camel.apache.org/rabbitmq.html
http://camel.apache.org/ref.html
http://camel.apache.org/rmi.html
http://camel.apache.org/rss.html
http://rometools.org/
http://camel.apache.org/sap-netweaver.html
http://scn.sap.com/docs/DOC-31221
http://camel.apache.org/seda.html
http://camel.apache.org/servlet.html
http://camel.apache.org/sjms.html
http://camel.apache.org/ftp2.html
http://camel.apache.org/mail.html
http://camel.apache.org/smpp.html
http://code.google.com/p/jsmpp/
http://camel.apache.org/snmp.html
http://snmp4j.com
http://camel.apache.org/solr.html
http://wiki.apache.org/solr/Solrj
http://lucene.apache.org/solr/
http://lucene.apache.org/solr/
http://camel.apache.org/springbatch.html
http://www.springsource.org/spring-batch
http://camel.apache.org/springintegration.html
http://www.springframework.org/spring-integration
http://camel.apache.org/spring-ldap.html
http://www.springsource.org/ldap
http://camel.apache.org/spring-redis.html
http://redis.io
http://camel.apache.org/spring-web-services.html
http://static.springsource.org/spring-ws/sites/1.5/
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コンポーネント / アーティファクトID / URI 説明
トファーストWebサービスを⽣成するためのサーバー側
のサポート。

SQL / camel-sql

sql:select * from table where id=#

JDBCを使ってSQLクエリを実⾏します。

SSH / camel-ssh

ssh:[username[:password]@]host [:port][?options]

SSHサーバーにコマンドを送信するために使⽤します。

StAX / camel-stax

stax:(contentHandlerClassName|#myHandler)

SAX ContentHandlerを通じてメッセージを処理します。

Stomp / camel-stomp

stomp:queue:destinationName[?options]

Apache ActiveMQまたはActiveMQ Apolloなど、Stomp対
応のメッセージブローカーとの通信のために使⽤します。

Stub / camel-core

stub:someOtherCamelUri

テストとデバッグが容易に⾏えるように、物理ミドルウェ
アのエンドポイントのスタブを作成します。

Test / camel-spring

test:expectedMessagesEndpointUri

モックエンドポイントを作成し、指定したエンドポイント
からポーリングしたすべてのメッセージボディを受信しま
す。

Timer / camel-core

timer://name

タイマーエンドポイント。

Twitter / camel-twitter

twitter://endpoint[?options]

Twitterエンドポイント。

Velocity / camel-velocity

velocity:someTemplateResource

Apache Velocityテンプレートを使って、応答を作成しま
す。

VM / camel-core

vm:name

同⼀JVM内で別のエンドポイントを⾮同期的に呼び出しま
す。

Weather / camel-weather

weather://name[?options]

Open Weather Mapから天気の情報をポーリングします。

Websocket / camel-websocket

websocket://hostname[:port][/resourceUri][?

options]

Websocketクライアントと通信します。

XQuery / camel-saxon

xquery:someXQueryResource

XQueryテンプレートを使って、応答を作成します。

XSLT / camel-spring

xslt:someTemplateResource

XSLTテンプレートを使って、応答を作成します。

Yammer / camel-yammer

yammer://function[?options]

Yammerエンタープライズソーシャルネットワークとのイ
ンタラクションを可能にします。

Zookeeper / camel-zookeeper

zookeeper://zookeeperServer[:port][/path][?

options]

ZooKeeperクラスターで使⽤します。

http://camel.apache.org/sql-component.html
http://camel.apache.org/ssh.html
http://camel.apache.org/stax.html
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/org/xml/sax/ContentHandler.html
http://camel.apache.org/stomp.html
http://activemq.apache.org
http://activemq.apache.org/apollo/
http://stomp.github.io/
http://camel.apache.org/stub.html
http://camel.apache.org/test.html
http://camel.apache.org/timer.html
http://camel.apache.org/twitter.html
http://camel.apache.org/velocity.html
http://velocity.apache.org/
http://camel.apache.org/vm.html
http://camel.apache.org/weather.html
http://openweathermap.org
http://camel.apache.org/websocket.html
http://wiki.eclipse.org/Jetty/Feature/WebSockets
http://camel.apache.org/xquery-endpoint.html
http://camel.apache.org/xquery.html
http://camel.apache.org/xslt.html
http://www.w3.org/TR/xslt
http://camel.apache.org/yammer.html
http://yammer.com
http://camel.apache.org/zookeeper.html
http://camel.apache.org/zookeeper.html
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シナリオ1:1つのメッセージエンドポイントから別のエン
ドポイントにファイルの移動
このシナリオでは、2つのcMessagingEndpointコンポーネントを使って、1つのエンドポイントか
らファイルを読み取り、別のエンドポイントに移動します。

コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)の[Messaging] (メッセージング)フォルダーで、2つ
のcMessagingEndpointコンポーネントをドラッグして、デザインワークスペースにドロップ
します。1つはメッセージ送信側、もう1つはメッセージ受信側の役割を果たすため、ルートでの
役割がわかりやすいようにSenderとReceiverとラベルを付けます。

2. Senderというコンポーネントを右クリックし、メニューから[Row] (⾏) > [Route] (ルート)を選
択して、Receiverにドラッグし、ルートリンクでコンポーネントをリンクします。

コンポーネントおよび接続の設定

1. Senderというコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [URI]フィールドに、ルーティングするメッセージのURIを⼊⼒します。

ファイルを処理しているため、"file:///"と⼊⼒し、次にファイルを格納しているフォルダーのパス
を⼊⼒します。

3. Receiverというコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [URI]フィールドに、メッセージのルーティング先であるフォルダーのURIを⼊⼒します。

ファイルを処理しているため、"file:///"と⼊⼒し、次にファイルの送信先フォルダーのパスを⼊⼒
します。
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5. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏
1. デザインワークスペースの下部の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま

す。

コードには、2つのエンドポイントに対応するfromと.toが表⽰されます。fromは送信側
で、.toは受信側になります。

2. [Run] (実⾏)ビューで、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートを実⾏します。

F6を押して実⾏することもできます。

結果:ファイルが元のフォルダーからターゲットフォルダーに移動します。さらに、新
規.camelフォルダーが、利⽤するファイルを格納するソースフォルダーに作成されます。これ
がCamelのデフォルトの動作です。そのためファイルは繰り返し処理されませんが、問題が起き
たときのためにバックアップされています。

シナリオ2:別のメッセージエンドポイントへのファイルの
送信
このシナリオでは、FTPサービスにアクセスし、1つのエンドポイントから別のエンドポイントに
ファイルを転送します。
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コンポーネントのドロップおよびリンク
1. [Palette] (パレット)の[Messaging] (メッセージング)フォルダーで、2つ

のcMessagingEndpointコンポーネントをドラッグして、デザインワークスペースにドロップ
します。1つはメッセージ送信側、もう1つはメッセージ受信側の役割を果たすため、ルートでの
役割がわかりやすいようにSenderとReceiverとラベルを付けます。

2. Senderというコンポーネントを右クリックし、メニューから[Row] (⾏) > [Route] (ルート)を選
択して、Receiverにドラッグし、ルートリンクでコンポーネントをリンクします。

コンポーネントおよび接続の設定
1. Senderというコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ

で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [URI]フィールドに、ルーティングするメッセージのURIを⼊⼒します。

ここでは、ftp://indus@degas/remy/camelというFTPコンポーネントと、FTP接続を認証する
URIに特定のパラメーターの?username=indus&password=indusを使⽤します。

3. CamelでFTPコンポーネントを使⽤するには、cMessagingEndpointの[Advanced settings]
(詳細設定)タブをクリックし、[+]ボタンをクリックして、[Dependencies] (依存関係)テーブル
にCamelコンポーネントを追加します。次に、[Camel component] (Camelコンポーネント)リ
ストから[ftp]を選択し、FTPコンポーネントを有効にします。

4. Receiverというコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

5. [URI]フィールドに、メッセージのルーティング先であるフォルダーのURIを⼊⼒します。

ファイルを処理しているため、"file:///"と⼊⼒し、次にファイルの送信先フォルダーのパスを⼊⼒
します。
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6. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏
1. デザインワークスペースの下部の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま

す。

この部分的なコードで、送信エンドポイントと受信エンドポイント対応するfrom and .toが表す
ルートを確認できます。

2. [Run] (実⾏)ビューで、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートを実⾏します。

F6を押して実⾏することもできます。

結果:メッセージが受信エンドポイントに送信(コピー)されます。

シナリオ3:Xqueryエンドポイントを使った、メッセージ
のフィルタリング
このシナリオでは、cMessagingEndpointコンポーネントを使って、Xqueryパーサとしてルートリ
ソースを呼び出し、ローカルファイルシステムからメッセージを抽出します。

次のサンプルXMLファイルをこのシナリオで使⽤します。
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<people>
  <person id="8">
    <firstName>Ellen</firstName>
    <lastName>Ripley</lastName>
    <city>Washington</city>
  </person>  
  <person id="9">
    <firstName>Peter</firstName>
    <lastName>Green</lastName>
    <city>London</city>
  </person>
</people>

ルートリソースの作成

1. [Repository]ツリービューで、[Resources] (リソース)ノードを右クリックし、コンテキストメ
ニューから[Create Resource] (リソースの作成)を選択します。

2. [New Route Resource] (新規ルートリソース)ウィザードが開きます。[Name] (名前)フィール
ドに、リソースの名前を⼊⼒します。例、SampleXquery。[Finish] (終了)をクリックし、ウィ
ザードを閉じます。
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3. エディターに次のコードを⼊⼒し、すべてのpersonモジュールからfirstNameとlastNameを抽出
します。

declare namespace ns0="http://com.sap/b";
<people>
{
for $p in /people//person
return
            <person>
            <firstName>{$p/firstName/text()}</firstName>
            <lastName>{$p/lastName/text()}</lastName>
            </person>
}
</people>

4. Ctrl+Sを押し、ルートリソースを保存します。
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コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)の[Messaging] (メッセージング)フォルダーでcFileコンポーネント
とcMessagingEndpointコンポーネントをドラッグし、デザインワークスペースにドロップし
ます。

2. [Processor] (プロセッサー)フォルダーでcProcessorコンポーネントをドラッグし、デザイン
ワークスペースにドロップします。

3. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使⽤して、上に⽰すようにコンポーネントをリンクしま
す。

4. 機能がわかりやすいようにコンポーネントにラベルを付けます。

コンポーネントおよび接続の設定

1. cFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Path] (パス)フィールドで、ソースファイルのpeople.xmlがある場所へのパスを指定します。

3. [Repository] (リポジトリ)ツリービューでルートを右クリックし、コンテキストメニュー
で[Manage Route Resources] (ルートリソースの管理)を選択します。
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[Manage Route Resources] (ルートリソースの管理)ウィザードが表⽰されます。

4. [Manage Route Resources] (ルートリソースの管理)ウィザードで[Add] (追加)をクリック
し、ダイアログボックスの[Resources] (リソース)ツリービューから[SampleXquery]を選択しま
す。[OK]をクリックします。
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SampleXqueryルートリソースが[Manage Route Resources] (ルートリソースの管理)ウィザー
ドのテーブルに追加されます。

5. [Route Resources] (ルートリソース)リストから[SampleXquery]を選択し、[Copy Path] (パスの
コピー)をクリックします。[OK]をクリックし、ウィザードを閉じます。

6. cMessagingEndpointコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タ
ブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

7. [URI]フィールドにxquery:と⼊⼒し、コピーしたルートリソースのSampleXqueryのパスをその
後に貼り付け、⼆重引⽤符で囲みます。

8. [Advanced settings] (詳細設定)タブをクリックし、[Dependencies] (依存関係)リストに
Camelコンポーネントのsaxonを追加します。Xqueryの詳細は、Apache CamelのWebサイト:
http://camel.apache.org/xquery-endpoint.htmlを参照してください。

http://camel.apache.org/xquery-endpoint.html
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9. cProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

10. [Code] (コード)エリアに次のコードを⼊⼒し、取得されたメッセージをコンソールに表⽰しま
す。

System.out.println(exchange.getIn().getBody(String.class));

11. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下部の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま
す。
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上のコードで⽰すように、メッセージはfrom Message_source_cFile_1から.to

cMessagingEndpoint_1にルーティングされ、cProcessor_1で処理されます。

2. [Run] (実⾏)ビューで、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートを実⾏します。F6を押して実
⾏することもできます。

結果:ソースファイルのすべてのpersonモジュールのfirstNameとlastNameがコンソールに出⼒さ
れます。
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cSEDA

cSEDAプロパティ
コンポーネントファミリー メッセージング
機能 cSEDAは⾮同期的なSEDA動作を提供します。それにより、メッセージが

BlockingQueueで交換され、コンシューマーが1つのCamelContext内でプロデュー
サーからの別のスレッドとして起動します。

⽬的 cSEDAを使うと、メッセージを1つのCamelContext内で異なるスレッドとして⾮同
期的にプロデュースし、コンシュームできます。

[Basic settings] (基本設定) ルートの開始コンポーネントとして使⽤する場合:
[Name] (名前) エンドポイントを⼀意に識別する⽂字列を⼊⼒します。

 [Specify maximum
capacity size] (最⼤容量
サイズの指定)

SEDAキューに保持できるメッセージの最⼤数を設定する
には、このこのチェックボックスをオンにします。[Size]
(サイズ)フィールドでその数を指定します。

 [Concurrent consumers]
(同時接続コンシュー
マー数)

並列スレッド処理交換の数を指定します。

 [Wait for task to
complete] (タスクの完了
待機)

呼び出し側が続⾏する前に、⾮同期タスクが完了する
まで呼び出し側が待機するか、待機を中⽌するかを指定
します。[Always] (常に待機)、[Never] (待機しない)、
または [IfReplyExpected] (応答が予期できる場合待
機する)の中から選択します。デフォルトのオプション
は[IfReplyExpected] (応答が予期できる場合待機する)で
す。これは、メッセージがリクエスト・応答に基づく場合
にのみ呼び出し側が待機することを意味します。このオプ
ションの詳細は、http://camel.apache.org/async.htmlの
サイトを参照してください。

 [Timeout] (タイムアウト) SEDAプロデューサーが⾮同期タスクの完了を待機する場
合、その待機が中⽌するまでの時間をミリ秒で指定しま
す。0または負の値を使⽤することにより、このオプショ
ンを無効にできます。

 [Use multiple consumers]
(複数コンシューマーの
使⽤)

複数のコンシューマーを許可するかどうかを指定します。
このオプションを有効にすると、パブリッシュ・サブス
クライブメッセージングにcSEDAを使⽤できます。つ
まり、SEDAキューにメッセージを送信すると、各コン
シューマーがメッセージのコピーを受信します。このオプ
ションを有効にした場合、すべてのコンシューマーエンド
ポイントでこのオプションを指定する必要があります。

 [Limit concurrent
consumers] (同時接続コ
ンシューマー数の制限)

同時接続コンシューマーの数を最⼤の500に制限するかど
うかを指定します。SEDAエンドポイントがそれよりも⼤
きな数で設定された場合、デフォルトで例外がスローされ
ます。

 [Block when full] (⼀杯に
なったらブロック)

SEDAキューが⼀杯になった場合、キューの容量が回復す
るまで、そのキューにメッセージを送信するスレッドをブ
ロックするかどうかを指定します。デフォルトで、キュー
が⼀杯であることを⽰す例外がスローされます。このオ
プションを有効にすることで、呼び出し側のスレッドはブ
ロックされ、メッセージが受信できるようになるまで待機
します。

 [Poll timeout] (ポーリン
グタイムアウト)

ポーリングする場合に使⽤するタイムアウトをミリ秒で指
定します。タイムアウトが発⽣した場合、コンシューマー
は実⾏継続が可能かどうかを確認できます。⼩さい値を設

http://camel.apache.org/async.html
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定すると、コンシューマーはシャットダウンと同時により
迅速に反応します。

 ルートの中間または終了コンポーネントとして使⽤する場合、次のようにします。
 [Use Exist cSEDA] (既存

のcSEDAの使⽤)
[...]ボタンをクリックし、ダイアログボックスで該当する
コンシューマーを選択します。

[Advanced settings] (詳細設
定)

[Arguments] (引数) このオプションは、ルートでcSEDAを開始コンポーネン
トとして使⽤する場合にのみ利⽤できます。該当するテー
ブルでオプションの引数を設定します。[+]を必要な回数
クリックして、テーブルに引数を追加します。次に、該当
する[Value] (値)フィールドをクリックして値を⼊⼒しま
す。利⽤可能なオプションは、http://camel.apache.org/
seda.htmlのサイトを参照してください。

使⽤⽅法 cSEDAはルートの開始、中間、または終了のいずれのコンポーネントにもできま
す。

制限事項  なし

シナリオ:cSEDA、cVM、cDirectを使って、メッセージを
個別に⽣成して、受信します。
このシナリオでは、メッセージ交換をトリガーするためにcTimerコンポーネントを使⽤
します。メッセージは、各コンポーネントに対して設定されたメッセージの本⽂ととも
に、cSEDA、cVM、cDirectの順にルーティングされ、次に別のスレッドで受信されます。

ルートリソースを作成し、メッセージ交換の繰り返し数(メッセージが送信される回数)を定義しま
す。これは、cTimerコンポーネントにより使⽤されます。

ルートリソースの作成およびルートでの呼び出し

1. [Repository]ツリービューで[Resources] (リソース)ノードを右クリックし、コンテキストメ
ニューから[Create Resource] (リソースの作成)を選択します。

2. [New Route Resource] (新規ルートリソース)ウィザードが開きます。[Name] (名前)フィール
ドにリソースの名前を⼊⼒します。例、SetRepeatCount。[Finish] (終了)をクリックし、ウィ
ザードを閉じます。

http://camel.apache.org/seda.html
http://camel.apache.org/seda.html
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3. デザインワークスペースにrepeat.count=2と⼊⼒し、繰り返し回数を設定します。

4. Ctrl+Sを押し、ルートリソースを保存します。

5. [Repository] (リポジトリ)ツリービューでルートを右クリックし、コンテキストメニュー
で[Manage Route Resources] (ルートリソースの管理)を選択します。
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[Manage Route Resources] (ルートリソースの管理)ウィザードが表⽰されます。

6. [Add] (追加)をクリックし、ダイアログボックスの[Resources] (リソース)ツリービューか
ら[SetRepeatCount]を選択します。[OK]をクリックします。
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SetRepeatCountルートリソースがテーブルに追加されます。

7. [OK]をクリックし、ウィザードを閉じます。

ルートリソースの作成および使⽤の詳細は、『Talend Studio User Guide』を参照してくださ
い。

8. デザインワークスペースの下の[Spring]タブをクリックします。
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9. このビューに次のコードを⼊⼒し、作成したルートリソースを呼び出します。

<bean id="properties"
 class="org.apache.camel.component.properties.PropertiesComponent">   
    <property name="location" value="classpath:SetRepeatCount.properties"/>  
</bean>

ルートのSpring設定の使⽤の詳細は、『Talend Studio User Guide』を参照してください。

コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)から1つのcTimerコンポーネント、2つのcSEDAコンポーネント、2つ
のcVMコンポーネント、2つのcDirectコンポーネント、3つのcSetbodyコンポーネント、およ
び3つのcLogコンポーネントをドラッグし、デザインワークスペースにドロップします。

2. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使⽤して、上に⽰すようにコンポーネントをリンクしま
す。

3. ルートでのコンポーネントの役割がわかりやすいようにラベルを付けます。
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コンポーネントおよび接続の設定

1. デザインワークスペースでStarterコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポー
ネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを表⽰します。

2. [Repeat] (繰り返し回数)フィールドに、ルートリソースで定義される"{{repeat.count}}"を⼊
⼒します。

3. デザインワークスペースでSet_body_SEDAコンポーネントをダブルクリックし、[Component]
(コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを表⽰します。

4. [Language] (⾔語)リストで[SIMPLE]を選択します。

[Expression] (式)フィールドに、メッセージの本⽂として"to cSEDA"を⼊⼒します。

この⼿順を繰り返し、Set_body_VMとSet_body_Directのそれぞれのメッセージ本⽂を"to

cVM"と"to cDirect"に設定します。

Set_body_VMの場合:

Set_body_Directの場合:



シナリオ:cSEDA、cVM、cDirectを使って、メッセージを個別に⽣成して、受信します。

114 Talend ESB Mediationコンポーネントリファレンス

5. SEDA_producerをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings]
(基本設定)ビューを開きます。

6. [...]をクリックし、[Select a Node:] (ノードの選択:)ウィザードで[SEDA_consumer]を選択しま
す。このノードは、SEDA_producerに送信されるメッセージを受信します。

この⼿順を繰り返し、VM_producerに対して[VM_consumer]というノードを選択します。

VM_producerに対して[Direct_consumer]というノードを選択します。
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7. SEDA_consumerをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings]
(基本設定)ビューを開きます。

8. [Name] (名前)フィールドに"seda"と⼊⼒し、このエンドポイントを特定します。その他のオプ
ションはデフォルト設定のままにしておきます。

この⼿順を繰り返し、VM_consumerに"vm"という名前を付けます。

Direct_consumerに"direct"という名前を付けます。
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9. Monitor_SEDAをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings]
(基本設定)ビューを開きます。

10. [Level] (レベル)リストで[INFO] (情報)を選択し、[Specify output log message] (出⼒ログ
メッセージの指定)を選択します。[Message] (メッセージ)フィールドに"log cSEDA:${body}"と
⼊⼒し、メッセージの本⽂をコンソールに出⼒します。

この⼿順を繰り返し、Monitor_VMとMonitor_Directのそれぞれの出⼒メッセージを"log cVM:

${body}"と"log cDirect:${body}"に設定します。

11. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま
す。
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コードで⽰されているとおり、メッセージルートはfrom "Starter_cTimer_1"で構築
され、メッセージ本⽂が"cSetBody_1"により"to cSEDA"に設定され、cSEDA_2に送
信されて、"SEDA_consumer_cSEDA_1"にマッピングされます。次に、このメッセージ
はcVM_2、cDirect_2に順に送信され、新しいメッセージ本⽂を伴って、該当するコンシュー
マーにマッピングされます。コンシューマー側では、fromで設定された各コンシューマーからの
メッセージ本⽂のログが、該当するモニターにより記録されます。

2. [Run] (実⾏)タブをクリックして開き、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開始
します。F6を押して実⾏することもできます。

結果:SEDA_producer、VM_producer、Direct_producerに送信されたメッセージは、それぞ
れSEDA_consumer、VM_consumer、Direct_consumerにより受信されました。メッセージ交換
は、ルートリソースの[SetRepeatCount](繰り返し回数の設定)で設定されたように2回トリガー
されます。
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cTimer

cTimerプロパティ
コンポーネントファミリー メッセージング
機能 cTimerコンポーネントでは、タイマーがトリガーされた場合にメッセージ交換が⽣

成されます。
⽬的 cTimerコンポーネントにより、メッセージ交換をスケジュールできます。
[Basic settings] (基本設定) [Period] (間隔) メッセージ交換の⽣成間隔を設定するには、このフィール

ドに整数(ミリ秒)を⼊⼒します。
 [Repeat] (繰り返し回数) メッセージ交換の最⼤数を指定します。ゼロまたは負の値

を⼊⼒すると、メッセージ交換が永久的に⽣成されます。
 [Delay] (遅延) 最初のメッセージ交換が⽣成されるまでに待機する時間を

ミリ秒で設定します。このオプションは、[Set Schedule
Time] (スケジュール時間の設定)オプションとともに使⽤
することはできません。

 [Fixed Rate] (定期間隔) メッセージ交換を定期的な間隔(指定した間隔)で⽣成する
には、このチェックボックスをオンにします。

 [Daemon] (デーモン) タイマーエンドポイントに関連付けられたスレッドをデー
モンとして実⾏するかどうかを指定します。

 [Set Schedule Time] (ス
ケジュール時間の設定)

最初のメッセージ交換を⽣成する時間を指定するには、
このチェックボックスをオンにします。[Time] (時間)
フィールドに、yyyy-MM-dd HH:mm:ssまたはyyyy-MM-

dd'T'HH:mm:ssの形式を使って時間を⼊⼒します。
使⽤⽅法 cTimerはルートで開始コンポーネントのみとして使⽤できます。
制限事項  なし

関連シナリオ:
関連シナリオは、「シナリオ:cDatasetを使ったメッセージの受信」を参照してください。
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cVM

cVMプロパティ
コンポーネントファミリー メッセージング
機能 cVMは⾮同期的なSEDA動作を提供します。それにより、メッセージが

BlockingQueueで交換され、コンシューマーが複数のCamelContextインスタンスの
プロデューサーからの別のスレッドとして起動します。

⽬的 cSEDAを使うと、メッセージをCamelContext全体で異なるスレッドとして⾮同期的
にプロデュースし、コンシュームできます。このメカニズムを使って、Webアプリ
ケーション全体で通信できます。

[Basic settings] (基本設定) ルートの開始コンポーネントとして使⽤する場合:
[Name] (名前) エンドポイントを⼀意に識別する⽂字列を⼊⼒します。

 [Specify maximum
capacity size] (最⼤容量
サイズの指定)

SEDAキューに保持できるメッセージの最⼤数を設定する
には、このこのチェックボックスをオンにします。[Size]
(サイズ)フィールドでその数を指定します。

 [Concurrent consumers]
(同時接続コンシュー
マー数)

並列スレッド処理交換の数を指定します。

 [Wait for task to
complete] (タスクの完了
待機)

呼び出し側が続⾏する前に、⾮同期タスクが完了する
まで呼び出し側が待機するか、待機を中⽌するかを指
定します。[Always] (常に待機)、[Never] (待機しな
い)、または [IfReplyExpected] (応答が予期できる場
合待機)の中から選択します。デフォルトのオプション
は[IfReplyExpected] (応答が予期できる場合待機)です。
これは、メッセージがリクエスト・応答に基づく場合にの
み呼び出し側が待機することを意味します。このオプショ
ンの詳細は、http://camel.apache.org/async.htmlのサイ
トを参照してください。

 [Timeout] (タイムアウト) SEDAプロデューサーが⾮同期タスクの完了を待機する場
合、その待機が中⽌するまでの時間をミリ秒で指定しま
す。0または負の値を使⽤することにより、このオプショ
ンを無効にできます。

 [Use multiple consumers]
(複数コンシューマーの
使⽤)

複数のコンシューマーを許可するかどうかを指定しま
す。このオプションを有効にすると、パブリッシュ・サ
ブスクライブメッセージングにcVMを使⽤できます。つ
まり、SEDAキューにメッセージを送信すると、各コン
シューマーがメッセージのコピーを受信します。このオプ
ションを有効にした場合、すべてのコンシューマーエンド
ポイントでこのオプションを指定する必要があります。

 [Limit concurrent
consumers] (同時接続コ
ンシューマー数の制限)

同時接続コンシューマーの数を最⼤の500に制限するかど
うかを指定します。SEDAエンドポイントがそれよりも⼤
きな数で設定された場合、デフォルトで例外がスローされ
ます。

 [Block when full] (⼀杯に
なったらブロック)

SEDAキューが⼀杯になった場合、キューの容量が回復す
るまで、そのキューにメッセージを送信するスレッドをブ
ロックするかどうかを指定します。デフォルトで、キュー
が⼀杯であることを⽰す例外がスローされます。このオ
プションを有効にすることで、呼び出し側のスレッドはブ
ロックされ、メッセージが受信できるようになるまで待機
します。

 [Poll timeout] (ポーリン
グタイムアウト)

ポーリングする場合に使⽤するタイムアウトをミリ秒で指
定します。タイムアウトが発⽣した場合、コンシューマー
は実⾏継続が可能かどうかを確認できます。⼩さい値を設

http://camel.apache.org/async.html
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定すると、コンシューマーはシャットダウン時によりすば
やく反応します。

 ルートの中間または終了コンポーネントとして使⽤する場合、次のようにします。
 [Input Endpoint Name]

(エンドポイント名の⼊
⼒)

[名前]フィールドに新しいパッケージの名前を⼊⼒するに
は、このチェックボックスをオンにします。

 Use Exist cVM (既存の
cVMの使⽤)

このオプションは、[Input Endpoint Name] (エンドポ
イント名の⼊⼒)チェックボックスがオフになっている場
合に表⽰されます。[...]ボタンをクリックし、ダイアログ
ボックスで該当するコンシューマーを選択します。

 [Name] (名前) このオプションは、[Input Endpoint Name] (エンドポイ
ント名の⼊⼒)チェックボックスがオンになっている場合
に表⽰されます。このフィールドに直接コンシューマーの
名前を⼊⼒します。

[Advanced settings] (詳細設
定)

[Arguments] (引数) このオプションは、ルートでcVMを開始コンポーネント
として使⽤する場合にのみ利⽤できます。該当するテー
ブルでオプションの引数を設定します。[+]を必要な回
数クリックして、テーブルに引数を追加します。次に、
該当する[Value] (値)フィールドをクリックして値を⼊
⼒します。利⽤可能なオプションについては、http://
camel.apache.org/vm.htmlのサイトを参照してくださ
い。

使⽤⽅法 cVMはルートの開始、中間、または終了のいずれのコンポーネントにもできます。
制限事項  なし

関連シナリオ:
関連シナリオは、「シナリオ:cSEDA、cVM、cDirectを使って、メッセージを個別に生成して、受信
します。」を参照してください。

http://camel.apache.org/vm.html
http://camel.apache.org/vm.html
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各種コンポーネント
この章では、Talend StudioのMediation (メディエーション)パースペクティブの[Palette] (パレッ
ト)にある[Miscellaneous] (各種)ファミリーの主なコンポーネントについて詳しく説明しています。

[Miscellaneous] (各種)ファミリーには、ルートの繰り返しや停⽌などの操作に対応するコンポーネ
ントが含まれます。
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cLog

cLogプロパティ
コンポーネントファミ
リー

各種コンポーネント

機能 cLogは、基盤となるログメカニズムにメッセージ交換のログを記録します。Apache Camel
では、通常のログロガーとスループットロガーが提供されます。デフォルトロガーによりす
べての交換がログに記録されます。スループットロガーによりグループに基づく交換がログ
に記録されます。デフォルトでは通常のロガーが使⽤されます。

⽬的 cLogを使って、メッセージ交換のログを記録します。
 Logging Category (ログのカテ

ゴリ)
使⽤するログのカテゴリの名前を⼊⼒します。

 Level (レベル) DEBUG、ERROR、INFO、OFF、TRACE、WARNからログ
レベルを選択します。

 [Use default output log
message] (デフォルトの出⼒
ログメッセージの使⽤)

基盤となるログメカニズムにより提供されるデフォルトの出
⼒ログメッセージを使⽤するには、このオプションを選択し
ます。

 [Options] / [None] (オプション/
なし)

(デフォルトの出⼒ログメッ
セージの場合のみ)

ログメッセージに何も操作を⾏わない場合は、このオプショ
ンを選択します。

 [Options] / [Specifies a group
size for throughput logging] (オ
プション/スループットログの
グループサイズの指定)

(デフォルトの出⼒ログメッ
セージの場合のみ)

スループットログを使⽤し、グループサイズを指定する場合
は、このオプションを選択します。

[Size] (サイズ):スループットログのグループサイズを指定す
る整数を⼊⼒します。

 [Options] / [Group message
stats by time interval (in millis)]
(オプション/時間間隔(ミリ秒)
ごとのグループメッセージ統
計)

(デフォルトの出⼒ログメッ
セージの場合のみ)

スループットログとグループメッセージ統計を使⽤する場合
は、このオプションを選択します。

[Interval] (間隔):メッセージ統計をグループ化する場合に、
基準になる時間間隔(ミリ秒)を指定します。

[Delay] (遅延):メッセージ統計の最初の遅延(ミリ秒)を設定
します。

 [Options] / [Format the log
output] (オプション/出⼒ログ
のフォーマット)

(デフォルトの出⼒ログメッ
セージの場合のみ)

出⼒ログをフォーマットするには、このオプションを選択し
ます。[+]を必要な回数クリックして、テーブルに引数を追
加します。次に、該当する[Value] (値)フィールドをクリッ
クして値を⼊⼒します。利⽤可能なオプションは、http://
camel.apache.org/log.htmlのサイトを参照してください。

 [Specify output log message]
(出⼒ログメッセージを指定)

出⼒ログメッセージを指定するには、このオプションを選択
します。

Message (メッセージ):ログに記録されるダイナミックメッ
セージを構成するには、Simple⾔語を使⽤します。

使⽤⽅法 cLogはルートの中間または終了のいずれのコンポーネントにもできます。
制限事項  なし

http://camel.apache.org/log.html
http://camel.apache.org/log.html
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関連シナリオ:
関連シナリオは、「シナリオ:条件に従ってメッセージをルーティングする」を参照してください。
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cLoop

cLoopプロパティ
コンポーネントファミリー 各種コンポーネント
機能 cLoopでは、異なる⽅法(可能な場合)でメッセージを何度も処理できます。
⽬的 cLoopを使って、メッセージを繰り返し処理します。
 [Basic settings] (基本設定) [Loop Type] (ループタイ

プ)
[Expression]、[Header]、[Value]の中から実⾏するルー
プタイプを選択します。

[Expression] (式):式を使って、ループ数を決定します。

[Headers] (ヘッダー):ヘッダーを使って、ループ数を決め
ます。

[Value] (値):引数を使って、ループ数を設定します。
  [Expression] (式)を使⽤する場合:[Language]

(⾔語)フィールドで、ループ数を決めるため
に使⽤する式の⾔語を選択します。これに
は、Constant (定数)、EL、Groovy、Header (ヘッ
ダー)、Javascript、JoSQL、JXPath、MVEL、None
(なし)、OGNL、PHP、Property (プロパ
ティ)、Python、Ruby、Simple、SpEL、SQL、XPath、XQueryが
あります。[Expression] (式)フィールドに、式を⼊⼒しま
す。

[Language] (⾔語)リストで[XPath]を選択すると、[Add
Namespaces] (ネームスペースの追加)オプションが表⽰
されます。Xpath式のネームスペースを追加するには、こ
のチェックボックスをオンにします。[+]をクリックし、
必要な数のネームスペースをテーブルに追加して、該当す
る列でプレフィックスとURIを定義します。

  [Header] (ヘッダー)を使⽤する場合:[Header] (ヘッダー)
フィールドに、ループ数を決めるために使⽤するヘッダー
の名前を⼊⼒します。
[Value] (値)を使⽤する場合:[Value] (値)フィールドに整数
を⼊⼒し、ループ数を設定します。

使⽤⽅法 cLoopはルートの中間コンポーネントにできます。
制限事項  なし

関連シナリオ:
このコンポーネントに関するシナリオはまだ提供されていません。



cStop

Talend ESB Mediationコンポーネントリファレンス 125

cStop

cStopプロパティ
コンポーネントファミリー 各種コンポーネント
機能 cStopは、接続されているルートを停⽌します。
⽬的 cStopは、メッセージのルーティングを停⽌するために使⽤します。
使⽤⽅法 cStopはルートの開始コンポーネントにはできませんが、中間または終了のいずれの

コンポーネントにできます。
制限事項 なし

関連シナリオ:
関連シナリオは、「cIntercept」の「シナリオ:いくつかのルートをインターセプトし、1つの新しい
ルートに転送する」を参照してください。
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プロセッサーコンポーネント
この章では、Talend StudioのMediation (メディエーション)パースペクティブの[Palette] (パレッ
ト)にある[Processor] (プロセッサー)ファミリーの主なコンポーネントについて詳しく説明していま
す。

[Processor] (プロセッサー)ファミリーには、送受信されるメッセージの監視、メッセージ交換ノー
ドの設定、配信時間の管理など、メッセージフロー上でのさまざまなタイプの処理タスクの実⾏に役
⽴つコンポーネントが含まれます。
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cBean

cBeanプロパティ
コンポーネントファミリー プロセッサー
機能 cBeanは、[Repository] (リポジトリ)の[Code] (コード)ノードに格納されたJava

BeanまたはcBeanRegisterで登録済みのJava Beanを呼び出します。
⽬的 cBeanにより、[Repository] (リポジトリ)の[Code] (コード)ノードに格納された

Java BeanまたはcBeanRegisterで登録済みのJava Beanを起動できます。
[Basic settings] (基本設定) [Reference] (参照) cBeanRegisterにより登録されたJava Beanを参照するに

は、このオプションを選択します。

[Id]フィールドが表⽰されたら、Java BeanのIDを⼊⼒し
ます。

 [New Instance] (新規イン
スタンス)

[Repository] (リポジトリ)の[Code] (コード)ノードに格納
されたJava Beanを起動するには、このオプションを選択
します。

[Bean class] (Beanクラス)フィールドが表⽰された
ら、Beanクラスの名前を⼊⼒します。

Java Beanの作成および使⽤の詳細は、『Talend Studio
User Guide』を参照してください。

 [Specify the method] (メ
ソッドを指定)

Beanに含むメソッドの名前を⼊⼒するには、このチェッ
クボックスをオンにします。

使⽤⽅法 cBeanはルートの開始、中間、または終了のいずれのコンポーネントにもできます。
制限事項  なし

関連シナリオ
関連シナリオは、次を参照してください。

• cConvertBodyTo: 「シナリオ:XMLファイルの本文をorg.w3c.dom.Document.classに変換する」
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cDelayer

cDelayerプロパティ
コンポーネントファミリー プロセッサー
機能 cDelayerコンポーネントでは、メッセージの配信が遅延されます。
⽬的 cDelayerコンポーネントを使って、メッセージルーティングの遅延を設定できま

す。
[Basic settings] (基本設定) [Time to wait (in ms)] (待

機時間-ミリ秒)
次のエンドポイントに送信される前にメッセージを待機さ
せるには、このフィールドに遅延時間を整数(ミリ秒)で⼊
⼒します。

使⽤⽅法 このコンポーネントは通常ルートの中間に使⽤します。
制限事項  なし

シナリオ:cDelayerを使った、メッセージルーティングの
遅延
このシナリオでは、cDelayerコンポーネントを使って、各メッセージがターゲットエンドポイント
にルーティングされるのを20秒遅らせます。

コンポーネントのドロップおよびリンク
この使⽤例では、1つのcDelayerコンポーネント、2つのcFileコンポーネント、2つのcProcessorコ
ンポーネントが必要です。

1. [Palette] (パレット)の[Messaging] (メッセージング)フォルダーから、2つのcFileコンポーネン
トをデザインワークスペースにドロップします。1つはローカルフォルダーからファイルを読み
取るため、もう1つは別のローカルフォルダーにファイルを書き込むためです。

2. [Palette] (パレット)の[Processor] (プロセッサー)フォルダーから、2つのcProcessorコンポー
ネントをデザインワークスペースにドロップします。1つは読み取りコンポーネントの隣にド
ロップしてソースファイルフォルダーから読み取られるメッセージを監視するため、もう1つは
書き込みコンポーネントの隣にドロップして、ターゲットファイルフォルダーに書き込まれる
メッセージを監視するためです。

3. [Palette] (パレット)の[Processor] (プロセッサー)フォルダーから、1つのcDelayerコンポーネ
ントをデザインワークスペースにドロップします。メッセージを読み取るコンポーネントとメッ
セージを書き込むコンポーネントの間にドロップします。

4. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、これらのコンポーネントをリンクします。
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5. 上に⽰すように、ルートでのコンポーネントの役割がわかりやすいようにラベルを付けます。

コンポーネントの設定
1. Readという1番⽬のcFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)

タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Path] (パス)フィールドで、ソースファイルのパスを参照して探すか⼊⼒します。その他のパラ
メーターはそのままにしておきます。

3. 上記の⼿順を繰り返し、Writeという2番⽬のcFileコンポーネントのプロパティ設定でターゲッ
トフォルダーを定義します。

4. Read_monitorという1番⽬のcProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component]
(コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

5. [Code] (コード)エリアで、コードをカスタマイズし、各メッセージがソースから読み取られる
時間を表⽰します。

Date date=new Date();
SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss");
String s = formatter.format(date);
System.out.println("\nMessage "+
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName")+
" read at "+(s));

6. 上記の⼿順を繰り返し、Write_monitorという2番⽬のcProcessorコンポーネントを設定し、各
メッセージがターゲットに書き込まれる時間を表⽰します。

Date date=new Date();
SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss");
String s = formatter.format(date);
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System.out.println("Message "+
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName")+ " written at "+(s));

7. Delay_timerというcDelayerコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネン
ト)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

8. [Time to wait (in ms)] (待機時間-ミリ秒)フィールドに、メッセージの配信を遅らせる時間をミ
リ秒で⼊⼒します。この値は正の整数でなければなりません。

この場合、各メッセージが20秒遅れて配信されるようにします。

9. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま
す。

コードで⽰されているとおり、メッセージはfrom Readエンドポイントから.to Writeエンドポイ
ントにルーティングされ、.delay(20000)に従って、20秒の遅延が実装されます。

2. F6を押し、ルートを実⾏します。

結果:ソースフォルダーから読み取られる各メッセージは、20秒の遅延後にターゲットフォル
ダーにルーティングされます。
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cExchangePattern

cExchangePatternプロパティ
コンポーネントファミリー プロセッサー
機能 cExchangePatternを設定して、メッセージ交換モードを⽰します。
⽬的 cExchangePatternを使って、メッセージ交換モードを設定できます。
[Basic settings] (基本設定) [Exchange Patterns]

(交換パターン)
InOnly、InOptionalOut、InOut、OutIn、OutOptionalIn
、RobustInOnly、RobustOutOnlyの中からメッセージ交換
モードを選択します。

使⽤⽅法 ルートの中間コンポーネントとして、cExchangePatternでメッセージ交換モードを
設定できます。

制限事項  

シナリオ:InOut交換パターンを有効にして応答を取得
このシナリオでは、cExchangePatternコンポーネントを使って、ルートのリクエスト・応答交換パ
ターンを有効にします。それにより、クライアントがサーバーから応答を取得できます。

サーバー側にリクエストを送信するには、soapUIが必要なため、その設定を次に簡単に説明しま
す。

ルートを作成するには、次のようにします。

コンポーネントのドロップおよびリンク
1. [Palette] (パレット)の[Processor] (プロセッサー)フォルダーか

らcCXF、cExchangePattern、cProcessorの各コンポーネントをドラッグして、デザイ
ンワークスペースにドロップします。ルート内での役割がわかりやすいように、それぞ
れWebService_producer、Set_exchange_mode、Build_reply_messageとラベルを付けます。

2. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、cCXFとcExchangePatternをリンクします。

3. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、cExchangePatternとcProcessorをリンクしま
す。

コンポーネントの設定
1. cCXFコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic

settings] (基本設定)ビューを開きます。
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2. [Address] (アドレス)フィールドのデフォルト設定を変更せずにそのままにします。

3. [Type] (タイプ)リストで、[wsdlURL]を選択します。

4. [WSDL File] (WSDLファイル)フィールドに、wsdlファイルのURLを⼊⼒します。[...]ボタンをク
リックし、ファイルを参照して選択することもできます。

5. [Dataformat] (データフォーマット)リストで、[PAYLOAD]を選択します。

6. cExchangePatternコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

7. [Exchange Patterns] (交換パターン)リストで、[InOut]を選択し、リクエスト・応答メッセー
ジ交換モードを有効にします。

8. cProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

9. [Code] (コード)ボックスに、以下のコードを⼊⼒します。

StringBuilder sb = new StringBuilder();
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sb.append("<tns:getAirportInformationByISOCountryCodeResponse xmlns:tns=\"http://
airportsoap.sopera.de\">");
sb.append("<tns:getAirportInformationByISOCountryCodeResult>This is a response</
tns:getAirportInformationByISOCountryCodeResult>");
sb.append("</tns:getAirportInformationByISOCountryCodeResponse>");
exchange.getOut().setBody(sb.toString());

上に⽰すように、⽂字列が構築され、ルートの応答メッセージとして使⽤されます。これは上の
wsdlファイルのメッセージ定義に則ったものです。

10. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを確認しま
す。

上に⽰すように、.setExchangePattern(org.apache.camel.ExchangePattern.InOut)を
使って、ルートにはメッセージ交換パターンがInOutとして設定されました。また、
⽂字列はcProcessor_1でStringBuilder sb = new StringBuilder()を使って作成さ
れ、exchange.getOut().setBody( sb.toString())メソッドを介して応答メッセージとして使⽤
されています。

2. F6を押し、ルートを実⾏します。

サーバーのルートが開始します。

サーバーのルートにリクエストを作成して送信し、応答を取得

1. 次に⽰すように、soapUIでテストプロジェクトを作成し、リクエストを編集します。
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wsdlファイルは、リクエストがWebサービスの定義に準拠するようcCXFに対しての設定と同じ
にする必要があります。

2. 次に⽰すように、サーバーのルートにリクエストを送信し、応答を取得できます。
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cJavaDSLProcessor

cJavaDSLProcessorプロパティ
コンポーネントファミリー プロセッサー
機能 cJavaDSLProcessorでは、メッセージ交換のプロデューサーとコンシューマーを実

装するか、Java Domain Specific Language (DSL)を使ってメッセージトランスレー
ターを実装します。

⽬的 cJavaDSLProcessorにより、Java DSLを使ってコードを素早く記述できます。内部
クラスのコードが多少複雑になる場合、別のクラスにリストファクタリングすること
が推奨されます。

[Basic settings] (基本設定) [Code] (コード) Java DSLを使って実装するコードを⼊⼒します。
使⽤⽅法 cJavaDSLProcessorはルートの中間または終了のコンポーネントにできます。
制限事項  なし

関連シナリオ:
関連シナリオは、「シナリオ:ルートのメッセージをインターセプトする」を参照してください。
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cProcessor

cProcessorプロパティ
コンポーネントファミリー プロセッサ
機能 cProcessorは、メッセージ交換のコンシューマーまたはメッセージトランスレー

ターを実装します。
⽬的 cProcessorを使うとコードをすばやく記述できます。内部クラスのコードが多少複

雑になったら、それを個別のクラスにリファクタリングすることをお勧めします。
[Basic settings] (基本設定) [Import] (インポート) 必要に応じて、外部ライブラリをインポートするための

Javaコードを[Code] (コード)ボックスに⼊⼒します。
 [Code] (コード) 実装するJavaコードを⼊⼒します。
使⽤⽅法 cProcessorはルートの中間または終了のコンポーネントとして使⽤できます。
制限事項  なし

関連シナリオ:
関連シナリオは、「cIntercept」の「シナリオ:いくつかのルートをインターセプトし、1つの新しい
ルートに転送する」を参照してください。
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cTalendJob

cTalendJobプロパティ
コンポーネントファミリー プロセッサ
機能 cTalendJobは、データ統合ジョブをリポジトリから呼び出すか、ESB⽤OSGIバン

ドルとしてエクスポートからジョブを呼び出します。ジョブをビルドする⽅法およ
びジョブをESB⽤OSGIバンドルとしてエクスポートする⽅法の詳細は、『Talend
Studioユーザーガイド』を参照してください。

⽬的 cTalendJobを使⽤して、データ統合ジョブとメディエーションルートとの間でメッ
セージを交換することができます。

[Basic settings] (基本設定) [Repository](リ
ポジトリ)

リポジトリからジョブを呼び出すには、このオプションを選択しま
す。

 [External] (外
部)

ESB⽤OSGIバンドルとしてエクスポートされたジョブを呼び出すに
は、このオプションを選択します。

 [Repository/
Use Selected
Context] (リポ
ジトリ/選択
したコンテキ
ストの使⽤)

このフィールドは、[Repository] (リポジトリ)オプションを選択した
場合に表⽰されます。ジョブを実⾏する際に[Context] (コンテキス
ト)リストで選択されたコンテキストを使⽤する場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。

 [Repository/
Use Route
Context] (リポ
ジトリ/ルー
トコンテキス
トの使⽤)

このフィールドは、[Repository] (リポジトリ)オプションを選択した
場合に表⽰されます。ジョブを実⾏する際にルートで使⽤されている
同じ名前のジョブコンテキストを使⽤する場合、このチェックボック
スをオンにします。同じ名前が存在しない場合、ジョブ側のデフォル
トコンテンツが使⽤されます。

 [Repository/
Use Job
Context] (リポ
ジトリ/ジョ
ブコンテキス
トの使⽤)

このフィールドは、[Repository] (リポジトリ)オプションを選択した
場合に表⽰されます。ジョブを実⾏する際にジョブ側で選択されたコ
ンテキストを使⽤する場合、このチェックボックスをオンにします。

 [Repository/
Job] (リポジ
トリ/ジョブ)

このフィールドは、[Repository] (リポジトリ)オプションを選択した
場合に表⽰されます。[...]をクリックして、[Assign Job] (ジョブの
割り当て)ウィザードを表⽰します。[Create a new Job and Assign
it to this cTalendJob component] (新規ジョブをcTalendJobコ
ンポーネントに割り当て)または[Assign an existing Job to this
cTalendJob component] (既存ジョブをcTalendJobコンポーネント
に割り当て)を選択して、プロンプトに従います。

既存のジョブをcTalendJobに割り当てる場合、tRouteInputコ
ンポーネントを含むジョブのみを選択できます。

cTalendJobをダブルクリックして、Mediation (メディエーショ
ン)パースペクティブで参照するジョブを開くことができます。ま
た、cTalendJobを右クリックしてコンテキストメニューで[Open
Job in Integration] (統合のジョブを開く)を選択し、Integration (統
合)パースペクティブに切り替えてジョブを開くこともできます。

 [Repository/
Version] (リポ
ジトリ/バー
ジョン)

このフィールドは、[Repository] (リポジトリ)オプションを選択した
場合に表⽰されます。ジョブの複数のバージョンが使⽤可能な場合、
ジョブのバージョンを選択します。
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 [Repository/
Context] (リポ
ジトリ/コン
テキスト)

このフィールドは、[Repository] (リポジトリ)オプションを選択した
場合に表⽰されます。リストから参照ジョブの実⾏に使⽤するコンテ
キストを選択します。

このオプションは、[Use Selected Context] (選択したコンテ
キストを使用)を選択している場合のみ機能します。

 [External Jar/
Library] (外部
jar/ライブラ
リ)

このフィールドは、[External] (外部)オプションを選択した場合に表
⽰されます。リストからインポートするライブラリを選択します。
あるいは、[...]ボタンをクリックして、ジョブのjarライブラリをイン
ポートします。

 [External Jar/
Job] (外部jar/
ジョブ)

このフィールドは、[External] (外部)オプションを選択した場
合に表⽰されます。パッケージ名とジョブ名をピリオドで区
切って⼊⼒します。例: route_project.txmlmap_0_1.tXMLMap。
この名前を取得するには、ジョブのjarライブラリを開き、
[OSGI-INF] > [blueprint] (ブループリント)に移動してjob.xml
ファイルを編集します。Beanノードの名前は、<bean id="job"

class="route_project.txmlmap_0_1.tXMLMap"/>のようなかたちで
⾒つかります。

 [External Jar/
Context] (外部
jar/コンテキ
スト)

このフィールドは、[External] (外部)オプションを選択した場合に表
⽰されます。参照ジョブの実⾏に使⽤するコンテキストの名前を⼊⼒
します。

 [Context
Param] (コン
テキストパラ
メーター)

参照ジョブの指定されたコンテキストの変数値を変更するには、この
テーブルを使⽤します。

[+]をクリックして、必要な数の⾏をテーブルに追加しま
す。[Parameters] (パラメーター)リストの各⾏で変更するコンテキ
スト変数を選択して、[Values] (値)フィールドに指定する値を⼊⼒し
ます。ジョブ側で定義された値は、この値に置き換えられます。

[Advanced settings] (詳細設
定)

[Propagate
Header] (ヘッ
ダーの伝播)

メッセージヘッダーをコンテキスト変数として参照ジョブに渡すに
は、このチェックボックスをオンにします。

使⽤⽅法 cTalendJobはルートの開始、中間、または終了のいずれのコンポーネントにもでき
ます。tRouteInputコンポーネントは、データ統合ジョブで使⽤する必要がありま
す。そうすることで、Talend Runtimeにデプロイした際に⾃動的に起動しないよう
にします。そして、ルートから呼び出された場合にのみ起動させます。

制限事項  なし

シナリオ:cTalendJobを使⽤してDIジョブを呼び出す
このシナリオでは、最初にIntegration (統合)パースペクティブでコンテキストを含むデータ統合
ジョブを作成します。その後、Mediation (メディエーション)パースペクティブで、ジョブを呼び出
し、ジョブのコンテキスト変数を設定するcTalendJobコンポーネントを持つルートを作成します。

データ統合ジョブの作成

このセクションでは、ルートからメッセージを受け取るRouteCommunicationという名前のジョブを
ビルドします。ジョブをビルドする⽅法の詳細は、『Talend Studioユーザーガイド』を参照してくだ
さい。
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コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)からtRouteInputとtLogRowをデザインワークスペースにドロップしま
す。

2. [tRouteInput]コンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) > [Main]
(メイン)を選択して、tLogRowコンポーネントをクリックします。

コンポーネントの設定

1. Defaultコンテキストグループで、2つの変数headerとbodyを作成します。body変数に値worldを
指定します。header変数は、ルートから伝播された値を受け取ります。コンテキストのセット
アップの詳細は、『Talend Studioユーザーガイド』を参照してください。

2. [tRouteInput]コンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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3. [Edit Schema] (スキーマの編集)のとなりの[...]をクリックします。スキーマダイアログボック
スで、[+]をクリックして[String] (⽂字列)タイプを2⾏を追加して、それぞれにheaderとbodyと
いう名前を付けます。[OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

4. headerモジュールの[Simple Expression] (単純な式)フィールドに、ルートから伝播されるコン
テキストグループの変数headerを使⽤するためにcontext.headerを⼊⼒します。

bodyモジュールの同フィールドに、メッセージ本⽂としてコンテキストグループの変数bodyを使
⽤するためにcontext.bodyを⼊⼒します。

5. tLogRowコンポーネントはメッセージ交換を監視します。設定は不要です。

6. Ctrl+Sを押し、ジョブを保存します。

メディエーションルートの作成

このセクションでは、Mediation (メディエーション)パースペクティブに切り替えて、ジョブにメッ
セージを送信するルートを作成します。

コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)からcTimer、cSetHeader、およびcTalendJobをデザインワークスペー
スにドラッグアンドドロップします。

2. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使⽤して、上に⽰すようにコンポーネントをリンクしま
す。

3. コンポーネントの役割がわかりやすいようにラベルを付けます。
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コンポーネントの設定

1. cTimerコンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. 上に⽰すように、1000ミリ秒後にメッセージ交換がトリガーされるように、[Period] (間隔)
(200)、[Repeat] (繰り返し回数) (1)、および[Delay] (遅延) (1000)フィールドに値を設定しま
す。

3. cSetHeaderコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [+]をクリックして、[Headers] (ヘッダー)テーブルに1⾏追加します。

[Name] (名前)フィールドに、ヘッダーの名前として"header"と⼊⼒します。

[Language] (⾔語)リストで[Constant] (定数)を選択し、[Value] (値)フィールドに"FileName"と
⼊⼒します。

5. cTalendJobコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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6. リポジトリからジョブを呼び出すために、[Repository] (リポジトリ)を選択します。

7. [Repository Job] (リポジトリジョブ)エリアで、[Use Selected Context] (選択したコンテキス
トを使⽤)を選択します。

[Job] (ジョブ)フィールドのとなりの[...]をクリックして、[Assign Job] (ジョブの割り当て)ウィ
ザードを開きます。[Assign an existing Job to this cTalendJob component] (既存ジョブを
cTalendJobコンポーネントに割り当て)を選択して[Next] (次へ)をクリックします。

[Job selection] (ジョブ選択)ビューで、先ほど[Job designs] (ジョブデザイン)ツリービューで
作成した[RouteCommunication]を選択して、[Finish] (終了)をクリックします。
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[Job] (ジョブ)フィールドに[RouteCommunication]が表⽰されます。デフォルトでは、最新の
バージョンとそのデフォルトのコンテキストが表⽰されます。

8. [Context Param] (コンテキストパラメーター)の下の[+]をクリックして、1⾏追加します。

[Parameters] (パラメーター)リストに、参照ジョブのデフォルトコンテキストグループの変数
が表⽰されます。リストから[body]を選択します。

[Value] (値)フィールドに、"Hello World!"と⼊⼒します。ジョブコンテキストで定義された
値worldは、これに置き換えられます。

9. [Advanced settings] (詳細設定)ビューをクリックします。cSetHeaderで定義されたヘッダー
をコンテキスト変数としてジョブに渡すために、[Propagate Header] (ヘッダーの伝播)チェッ
クボックスをオンにします。

10. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)タブをクリックし、⽣成されたコードを確認し
ます。
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上に⽰すように、ジョブの実⾏時にメッセージルートはStarterから作成され、cSetHeaderで
メッセージheaderが設定されて、cTalendJobに送信されます。

2. F6を押し、ルートを実⾏します。

上に⽰すように、メッセージのヘッダーおよび本⽂はtLogRowによって実⾏コンソールに出⼒
されます。ヘッダーの値はFileNameです。これは、cSetHeaderで定義され、コンテキスト変
数としてジョブに渡されます。本⽂の値は、Hello World!になります。これは、ジョブのコン
テキスト変数bodyを使⽤してtRouteInputによって定義されます。この変数の値は、ジョブで
はworldと設定されていますが、cTalendJobでHello World!に変更されています。
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ルーティングコンポーネント
この章では、Talend StudioのMediation (メディエーション)パースペクティブの[Palette] (パレッ
ト)にある[Routing] (ルーティング)ファミリーの主なコンポーネントについて詳しく説明していま
す。

[Routing] (ルーティング)ファミリーには、条件セットに基づいて、1つのエンドポイントから別のエ
ンドポイントにメッセージを移動するコンポーネントが含まれます。
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cAggregate

cAggregate
コンポーネントファミリー ルーティング
機能 cAggregateは、指定された条件に従ってメッセージを集約します。
⽬的 cAggregateを使⽤して、いくつかのメッセージを単⼀のメッセージに組み合わせる

ことができます。
[Language] (⾔語) メッセージのフィルター処理に使⽤する式の⾔語

を、[None] (なし)、[Constant] (定数)、[CorrelationID]
(相関ID)、[Header] (ヘッダー)、[Property] (プロパ
ティ)、[Simple] (シンプル)、[XPath]から選択します。

このコンポーネントに接続された最も近いcCXFで相関ID
が使⽤可能な場合にメッセージの既存の相関IDを相関キー
として使⽤するには、[CorrelationID] (相関ID)を使⽤し
ます。cCXFコンポーネントの詳細は、「cCXF」を参照し
てください。

[Correlation expression/
Expression] (相関式/式)

集約に使⽤する相関キーを評価する式を⼊⼒します。

[Language] (⾔語)リストで[CorrelationID] (相関ID)が選
択されている場合、このフィールドは表⽰されません。
その場合、このコンポーネントに接続されている最も近
いcCXFから既存の相関IDが使⽤されます。cCXFコンポー
ネントの詳細は、「cCXF」を参照してください。

[Correlation expression/
Add Namespaces] (相関
式/ネームスペースを追
加)

このオプションは、[Language] (⾔語)リストで[XPath]が
選択されている場合に表⽰されます。

Xpath式のネームスペースを追加するには、このチェック
ボックスをオンにします。[+]をクリックし、必要な数の
ネームスペースをテーブルに追加して、該当の列でプレ
フィックスおよびURIを定義します。

[Strategy] (戦略) 集約戦略として使⽤するJava Beanを指定します。
[Completion conditions/
Number of messages]
(完了条件/メッセージ数)

集約を完了するまでの、バッチごとに集約するメッセージ
数を指定するには、このチェックボックスをオンにしま
す。

このチェックボックスはデフォルトで選択されて
おり、メッセージ数は3に設定されています。こ
のチェックボックスをオフにして、他の4つの条
件の少なくとも1つが満たされると、取得された
すべてのメッセージは1つのバッチで集約されま
す。

[Completion conditions/
Inactivity timeout (in
milliseconds)] (完了条件/
⾮アクティブタイムアウ
ト-ミリ秒)

集約を完了するまでの、集約対象の交換が⾮アクティブに
なる時間(ミリ秒単位)指定するには、このチェックボック
スをオンにします。このオプションは、固定値を設定する
ことも、タイムアウトを動的に評価する式を使⽤すること
もできます。

このオプションを、[Scheduled interval] (スケ
ジュールの間隔)と⼀緒に使⽤することできませ
ん。⼀度に使⽤できるのは、いずれか1つのみで
す。

[Basic settings] (基本設定)

 

[Completion conditions/
Scheduled interval (in
milliseconds)] (完了条件/

集約処理で現在のすべての集約対象の交換が完了するまで
使⽤する間隔(ミリ秒単位)を指定するには、このチェック
ボックスをオンにします。
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スケジュールの間隔-ミ
リ秒)

このオプションを、[Inactivity timeout] (⾮アク
ティブタイムアウト)と⼀緒に使⽤することでき
ません。⼀度に使⽤できるのは、いずれか1つの
みです。

[Completion conditions/
Predicate matched] (完了
条件/述語の⼀致)

集約を完了するタイミングを⽰す述語を指定するには、こ
のチェックボックスをオンにします。

[Completion conditions/
Batch consumer] (完了
条件/バッチコンシュー
マー)

特定のポーリングのファイルエンドポイントから処理され
たすべてのファイルを集約するには、このチェックボック
スをオンにします。

[Check completion
before aggregating] (集
約前に完了状況をチェッ
ク)

新しく受け取る交換を受信したときに完了を確認するに
は、このチェックボックスをオンにします。このオプショ
ンは、[Predicate matched] (属性の⼀致)オプションの動
作に影響し、渡される交換が適宜変更されます。このオプ
ションを無効にすると、属性に渡される交換は集約交換に
なり、集約戦略で集約され、属性に保存される情報が交換
で渡されます。このオプションを有効にすると、属性で渡
される交換は受信交換になり、受信する交換のデータにア
クセスできます。

[Close correlation group]
(相関グループを閉じる)

相関キーの処理完了時に、同⼀の相関キーでの交換を拒否
する場合、このチェックボックスをオンにします。このオ
プションを使⽤する場合、終了した最後の相関キーの数を
保持するために[Maximum bound] (最⼤範囲)フィールド
に数値を⼊⼒します。

[Ignore invalid correlation
key] (無効な相関キーを
無視)

値を評価できない無効な相関キーを無視するには、この
チェックボックスをオンにします。デフォルトでは、無効
な相関キーが発⽣した際にCamelは例外をスローします。

[Group arriving
exchange] (受信する交換
をグループ化)

すべての集約対象の交換を保持する単⼀の統合ホルダーク
ラスにグループ化するには、このチェックボックスをオン
にします。結果として、集約処理から単⼀の交換のみが送
信されます。このオプションは、多数受信する交換を単⼀
の出⼒交換に統合するために使⽤できます。

[Use persistence] (パー
システンスの使⽤)

現在のインフライトの集約対象の交換を追跡する独⾃のリ
ポジトリの実装をプラグインするには、このチェックボッ
クスをオンにします。デフォルトでは、Camelはメモリ
ベースの実装を使⽤します。

[Repository](リポジトリ) このフィールドは、[Use persistence] (パーシステ
ンスの使⽤)チェックボックスがオンの場合に表⽰さ
れます。リポジトリは、AggregationRepository、
HawtDBAggregationRepository、または
RecoverableAggregationRepositoryになります。

 [RecoverableAggregationRepository]:Camelで使⽤さ
れるデフォルトのリポジトリ。これはメモリベースの実装
です。フィールドにリポジトリの名前を⼊⼒します。

[Advanced settings] (詳細設
定)

 [HawtDBAggregationRepository]:
HawtDBAggregationRepositoryは、オンザフライで集約
された メッセージを維持するAggregationRepositoryで
す。 これにより、メッセージが失われないようにすること
ができます。このリポジトリを選択すると、次のオプショ
ンが表⽰されます:

[Use persistent file] (パーシステントファイルの使⽤):
集約した交換をファイルに保存するには、このチェック
ボックスをオンにします。[Persistent file] (パーシステン
トファイル)フィールドに、パーシステントストレージの
ファイル名を⼊⼒します。開始時にファイルが存在しない
場合は作成されます。

[Recovery/Use recovery] (リカバリ/リカバリの使⽤):
失敗した集約対象の交換をリカバリし、それらを⾃動的
に再送信するには、このチェックボックスをオンにしま
す。[Recovery interval] (リカバリ間隔)フィールドに、
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リカバリおよび再送信するために失敗した交換をスキャン
する間隔をミリ秒単位で⼊⼒します。デフォルトでは、こ
の間隔は5000ミリ秒になります。[Dead letter channel]
(配信不能チャンネル)フィールドに、消耗したリカバリ対
象の交換を移動する配信不能チャンネルのエンドポイント
URIを⼊⼒します。[Maximum redeliveries] (再配信最⾼
試⾏回数)フィールドに、検出された特定の交換の再配信
の最⾼試⾏回数を⼊⼒します。

 [RecoverableAggregationRepository]:
RecoverableAggregationRepositoryは、オンザフラ
イで集約された メッセージを維持するJDBCベースの
AggregationRepositoryです。これにより、メッセージが
失われないようにすることができます。フィールドにリポ
ジトリの名前を⼊⼒します。

このリポジトリを選択すると、次のオプションが表⽰され
ます:

[Recovery/Use recovery] (リカバリ/リカバリの使⽤):
失敗した集約対象の交換をリカバリし、それらを⾃動的
に再送信するには、このチェックボックスをオンにしま
す。[Recovery interval] (リカバリ間隔)フィールドに、
リカバリおよび再送信するために失敗した交換をスキャン
する間隔をミリ秒単位で⼊⼒します。デフォルトでは、こ
の間隔は5000ミリ秒になります。[Dead letter channel]
(配信不能チャンネル)フィールドに、消耗したリカバリ対
象の交換を移動する配信不能チャンネルのエンドポイント
URIを⼊⼒します。[Maximum redeliveries] (再配信最⾼
試⾏回数)フィールドに、検出された特定の交換の再配信
の最⾼試⾏回数を⼊⼒します。

使⽤⽅法 cAggregateはルートの中間または終了のコンポーネントとして使⽤できます。
[Aggregate] (集約) 選択した集約戦略に従ってメッセージを次のエンドポイン

トにルーティングするには、このリンクを選択します。
接続

[Route] (ルート) すべてのメッセージを送信元から次のエンドポイントに
ルーティングするには、このリンクを選択します。

制限事項 なし

シナリオ:3つのメッセージを1つに集約する
このシナリオでは、cAggregateコンポーネントによりローカルファイルシステムからの3つのメッ
セージを1つに統合し、コンソールにメッセージを出⼒します。集約戦略としてJava Beanを指定し
ます。

集約戦略としてJava Beanを作成

メッセージを集約するには、集約戦略を構築しやすいJava Beanを使⽤します。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Code](コード)ノードを展開し、[Beans]ノードを右
クリックします。コンテキストメニューから[Create Bean] (Beanの作成)を選択します。
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2. [New Bean] (新規Bean)ウィザードが開きます。[Name] (名前)フィールドに、Beanの名前を⼊
⼒します(例: AggregateBody)。[Finish] (終了)をクリックし、ウィザードを閉じます。

3. 下の図のようにコードを⼊⼒します。この使⽤例では、すべてのメッセージを単⼀のメッセージ
に集約します。

package beans;

import org.apache.camel.Exchange;
import org.apache.camel.processor.aggregate.AggregationStrategy;

public class AggregateBody implements AggregationStrategy{

 public Exchange aggregate(Exchange oldEx, Exchange newEx) {
  if(oldEx==null){
   return newEx;
  }
  String oldBody = oldEx.getIn().getBody(String.class);
  String newBody = newEx.getIn().getBody(String.class);
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  newEx.getIn().setBody(oldBody+newBody);
  return newEx;
 }
}

4. Ctrl+Sを押し、Beanを保存します。

コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)で[Messaging] (メッセージング)フォルダーを展開し、cFileコンポーネン
トをデザインワークスペースにドロップします。

2. [Routing] (ルーティング)フォルダーを展開し、cAggregateコンポーネントをデザインワークス
ペースにドロップします。

3. [Processor] (プロセッサ)フォルダーを展開し、2つのcProcessorコンポーネントをデザイン
ワークスペースにドロップします。

4. cFileコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) > [Route] (ルート)
を選択して、最初のcProcessorコンポーネントをクリックします。

5. この操作を繰り返して、cProcessorコンポーネントをcAggregateコンポーネントに接続しま
す。

6. cAggregateコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) >
[Aggregate] (集約)を選択して、2番⽬のcProcessorコンポーネントをクリックします。

7. 上に⽰すように、各コンポーネントの機能をわかりやすいようにすべてのコンポーネントにラベ
ルを付けます。

コンポーネントの設定
1. File_sourceというcFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タ

ブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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2. [Path] (パス)フィールドで、⼊⼒ファイルパスを参照して探すか⼊⼒します。その他のパラメー
ターはそのままにしておきます。

このシナリオでは、指定されたディレクトリに、a.txt、b.txt、c.txt、d.txtという4つのテキスト
ファイルが存在します。それぞれの内容は、This is a! 、This is b! 、This is c! 、This is d! となり
ます。

3. AggregatorというcAggregateコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネ
ント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [Language] (⾔語)フィールドで、式の⾔語としてConstant (定数)またはSimple (シンプル)を
選択します。

[Expression] (式)フィールドに、メッセージの本⽂を取得するための
式"getBody(String.class)"を⼊⼒します。

[Strategy] (戦略)フィールドに、先ほど作成したJava Beanの名前AggregateBodyを⼊⼒しま
す。

[Number of messages] (メッセージ数)チェックボックスをオンにして、フィールドに2と⼊⼒
します。

5. Monitor_beforeというcProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コン
ポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

6. 集約実⾏前のメッセージの内容を[Run] (実⾏)コンソールに表⽰するように、[Code] (コード)
ボックスで次のようにコードをカスタマイズします。

System.out.println("Before aggregation: "+
exchange.getIn().getBody(String.class));
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7. 同様に、集約実⾏後のメッセージの内容を[Run] (実⾏)コンソールに表⽰するよう
に、[Monitor_after]というcProcessorコンポーネントを設定します。

System.out.println("After aggregation: "+
exchange.getIn().getBody(String.class));

8. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)タブをクリックし、⽣成されたコードを表⽰し
ます。

コードに⽰されるように、File_sourceエンドポイントから送信されたメッセージ
はcProcessor_1を経由して、条件.aggregateに従って集約されます。

2. [Run] (実⾏)ビューをクリックして開き、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開
始します。F6を押して実⾏することもできます。

結果:4つのメッセージは2つのバッチに集約され、2つのメッセージはそれぞれ1つのバッチに統
合されます。
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cDynamicRouter

cDynamicRouterプロパティ
コンポーネントファミリー ルーティング
機能 cDynamicRouterを使⽤して、ルーターが配信可能なすべての送信先に依存するこ

となくメッセージをルーティングさせることができます。
⽬的 cDynamicRouterを使⽤して、指定された条件でメッセージをさまざまなエンドポ

イントにルーティングします。
[Basic settings] (基本設定) [Bean Class] (Beanクラ

ス)
動的ルーターに使⽤するBeanクラスの名前を⼊⼒しま
す。

 [Specify the method] (メ
ソッドを指定)

Beanクラスで定義して使⽤するメソッドを指定するに
は、このチェックボックスをオンにします。

 [Ignore Invalid
Endpoints] (無効なエン
ドポイントを無視)

未解決のエンドポイントURIを無視するには、このチェッ
クボックスをオンにします。エンドポイントURIが有効で
ない場合に例外をスローするには、このチェックボックス
をオフにします。

使⽤⽅法 cDynamicRouterはルートの中間または終了のコンポーネントとして使⽤できま
す。

制限事項  なし

シナリオ:条件によってファイルを異なるファイルパスに
ルーティングする
このシナリオでは、個⼈情報を含む3つのファイルメッセージを、都市名に従って異なるエンドポイ
ントにルーティングします。

以下は、この使⽤例で使⽤されるサンプルXMLファイルを抽出したものです:

Message_1.xml:

<person>
  <firstName>Ellen</firstName>
  <lastName>Ripley</lastName>
  <city>Washington</city>
</person>

Message_1.xml:

<person>
  <firstName>Peter</firstName>
  <lastName>Green</lastName>
  <city>London</city>
</person>

Message_3.xml:

<person>
  <firstName>Alice</firstName>
  <lastName>Yang</lastName>
  <city>Beijing</city>
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</person>

この使⽤例では、定義済みのJava Bean、setDynaURIを呼び出し、各メッセージに含まれる都市名
に従ってエンドポイントURIを返します。たとえば、都市名にWashingtonが含まれるメッセージは、
エンドポイントWashingtonにルーティングされるようにします。

Java Beanの作成および使⽤の詳細は、『Talend Studioユーザーガイド』を参照してください。

package beans;

import org.apache.camel.Exchange;
import org.apache.camel.Header;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.NodeList;

public class setDynaURI {

 public String setURI(Document document,
      @Header(Exchange.SLIP_ENDPOINT) String previous) {
    if(previous!=null){
     return null;
    }
  NodeList cities = document.getDocumentElement().getElementsByTagName(
    "city");
  Element city = (Element) cities.item(0);
  String textContent = city.getTextContent();
   return "direct:"+textContent;
  } 
}

コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)で[Messaging] (メッセージング)フォルダーを展開し、1つのcFileコンポー
ネントをデザインワークスペースで3つのcMessagingEndpointにドロップします。

2. [Routing] (ルーティング)フォルダーを展開し、[cDynamicRouter]コンポーネントをデザイン
ワークスペースにドロップします。

3. [Processor] (プロセッサ)フォルダーを展開し、3つのcProcessorコンポーネントをデザイン
ワークスペースにドロップします。
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4. それぞれの機能がわかりやすいようにコンポーネントにラベルを付けます。

5. cFileコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) > [Route] (ルート)
を選択して、[cDynamicRouter]コンポーネントをクリックします。

6. この操作を繰り返して、cMessagingEndpointコンポーネントをcProcessorコンポーネントに
接続します。

コンポーネントおよび接続の設定
1. ⼊⼒cFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic

settings] (基本設定)ビューを開いてプロパティを設定します。

この使⽤例では、⼊⼒ファイルパスのみを指定して、その他のパラメーターはそのままにしてお
きます。

2. cDynamicRouterコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

3. [Bean class] (Beanクラス)フィールドに、定義済みのJava Beanの名前を⼊⼒します。このJava
Beanには1つのメソッドしかないため、[Specify the method] (メソッドの指定)チェックボッ
クスはオフのままにします。エンドポイントURIが有効でない場合にコンポーネントで例外をス
ローさせるときは、[Ignore Invalid Endpoints] (無効なエンドポイントを無視)チェックボック
スをオフのままにします。

4. Washingtonという最初のcMessagingEndpointコンポーネントをダブルクリック
し、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開
き、[URI]フィールドにメッセージの送信先のURIを⼊⼒します。
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ここで以下に⽰すように、このコンポーネントを使⽤して、URI direct:Washingtonにルーティン
グされるメッセージを取得します。

5. この⼿順を繰り返し、direct:Londonとdirect:BeijingというcMessagingEndpointコンポーネント
のエンドポイントURLも設定します。

6. Monitor_Washingtonという最初のcProcessorコンポーネントをダブルクリック
し、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

7. [Code] (コード)ボックスで、エンドポイントWashingtonにルーティングされるメッセージの
ファイルの名前をコンソールに表⽰するようにコードをカスタマイズします。

System.out.println("Message on endpoint Washington: "+
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

8. この⼿順を繰り返し、他の2つのcProcessorコンポーネントも、それぞれエンドポイン
トLondonおよびBeijingにルーティングされるメッセージの名前が表⽰されるように設定しま
す。

9. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)タブをクリックし、⽣成されたコードを表⽰し
ます。
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コードに⽰されるように、エンドポイントMessage_sourceから受信したメッセージ
は、.dynamicRouterによって、beans.setDynaURI.classに従って動的に設定されたURIのエンド
ポイントにルーティングされます。

2. [Run] (実⾏)ビューをクリックして開き、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開
始します。

F6を押して実⾏することもできます。

結果:ソースメッセージは、メッセージに含まれる都市名に基づいて、異なるエンドポイントに
ルーティングされます。
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cIdempotentConsumer

cIdempotentConsumerプロパティ
コンポーネントファミリー ルーティング
機能 cIdempotentConsumerは、メッセージを複製して、メッセージを受信するエンド

ポイントが重複メッセージを受信しないようにします。
⽬的 cIdempotentConsumerは、送信先に既に送信したメッセージを特定し、削除しま

す。メッセージは送信元から送信され続けますが、配信の段階で送信先により無視さ
れます。

[Basic settings] (基本設定) [Repository Type] (リポ
ジトリタイプ)

メッセージIDをリポジトリに保存する必要があります。新
しい⼊⼒メッセージのIDをリポジトリに保存されているID
と照合し、重複を特定して削除します。これらのIDを保存
するには次の2つの⽅法があります。

[Memory] (メモリ): メッセージIDは⼀時的に保存されま
す。

メモリ内ストレージモードはメモリを消耗しやす
く、クラスター環境では機能しません。

[File] (ファイル): メッセージIDはファイルに保存されま
す。このファイルのパスを[File store] (ファイル保存先)で
指定します。

 [File store] (ファイル保存
先)

メッセージIDを保存するファイルのパスと名前を指定しま
す。

 [Cache Size] (キャッシュ
サイズ)

キャッシュのサイズ、つまり保存するメッセージIDの数を
⼊⼒します。

 [Use language] (⾔語の
使⽤)

[Predicate] (属性)フィールドで使⽤される⾔語を指定し
て、メッセージのIDを指定する場合、このチェックボック
スをオンにします。

 [Expression] (式) メッセージのIDを指定するための式を⼊⼒します。
 [Eager] (処理中検出) メッセージ処理中でも重複メッセージを検出するには、こ

のチェックボックスをオンにします。メッセージの処理が
正常に終了した場合にのみ重複を検出するには、オフにし
ます。

デフォルトでは、このチェックボックスはオンです。
 [SkipDuplicate] (重複ス

キップ)
重複を取り除くには、このチェックボックスをオンにしま
す。すべてのメッセージが続⾏されるように重複を無視す
るには、オフにします。

デフォルトでは、このチェックボックスはオンです。
使⽤⽅法 cIdempotentConsumerはルートの中間のコンポーネントとして使⽤できます。
接続 idemp idempリンクは、[cIdempotentConsumer]コンポーネ

ントによって複製されたメッセージを取得します。
 Route オプションのリンクとして、Routeリンクはメッセージの

送信元からすべてのメッセージを取得します。
制限事項  なし
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シナリオ:ルーティング時にメッセージを複製する
このシナリオでは、重複するメッセージをフィルター処理して、⼀意のメッセージのみを送信先に
ルーティングします。

この例では、以下に⽰すように、同じ内容を持つ3つのXMLファイルを使⽤します。

<people>
 <person id="8">
  <firstName>Ellen</firstName>
  <lastName>Ripley</lastName>
  <city>Washington</city>
 </person>
</people>

コンポーネントのドロップおよびリンク

この例では、1つのcFileコンポーネント、1つのcIdempotentComsumerコンポーネント、および2
つのcProcessorコンポーネントが必要です。

1. [Palette] (パレット)で[Messaging] (メッセージング)フォルダーを展開して、cFileコンポーネ
ントを選択し、メッセージソースコンポーネントとしてデザインワークスペースにドロップしま
す。

2. [Routing] (ルーティング)フォルダーを展開して、cIdempotentComsumerコンポーネントを
選択し、メッセージ複製処理としてデザインワークスペースにドロップします。

3. [Processor] (プロセッサ)フォルダーを展開し、2つのcProcessorコンポーネントを、1つは重
複メッセージのコンシューマーとして、もう⼀つはすべてのメッセージとしてデザインワークス
ペースにドロップします。

4. cFileコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) > [Route] (ルート)
を選択して、cIdempotentComsumerコンポーネントをクリックします。

5. cIdempotentComsumerコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row]
(⾏) > [idemp]を選択して、⼀番上のcProcessorコンポーネントをクリックします。

6. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、cIdempotentComsumerコンポーネントと別
のcProcessorコンポーネントをリンクします。このオプションの接続により、ソースから受信
するすべてのメッセージを取得します。

7. ルートでのコンポーネントの役割がわかりやすいようにラベルを付けます。
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コンポーネントおよび接続の設定

1. SourceというcFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Path] (パス)フィールドで、メッセージソースのファイルパスを指定します。

[Encoding] (エンコーディング)リストからソースファイルのエンコードタイプを選択し、その
他のパラメーターはすべてそのままにします。

3. [Deduplicator] (重複値)というcIdempotentComsumerコンポーネントをダブルクリック
し、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [Repository Type] (リポジトリタイプ)リストから、[Memory] (メモリ)または[File] (ファイ
ル)を選択して、重複処理の前にメッセージIDを保存する場所を指定します。このシナリオで
は、[File] (ファイル)を選択します。

[File store] (ファイル保存先)フィールドで、メッセージIDを保存するファイルの場所を指定し
ます。

[Expression] (式)フィールドに、メッセージをフィルター処理するための式を⼊⼒します。こ
のシナリオでは、XMLファイルのpersonノードによってメッセージをフィルター処理するため
にxpath("/people/person")という式を⼊⼒し、その他のパラメーターはすべてそのままにしま
す。あるいは、[Use language] (⾔語の使⽤)チェックボックスをオンにして、[Language] (⾔
語)リストから[XPath]を選択し、[Predicate] (述語)フィールドに"/people/person"と⼊⼒しま
す。

5. [Unique] (⼀意値)というcProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コン
ポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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6. [Code] (コード)エリアで、重複を渡すメッセージのファイルの名前が表⽰されるように、コー
ドをカスタマイズします。

System.out.println("Message consumed on Unique: "+
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

7. この⼿順を繰り返し、もう1つの[All] (すべて)というcProcessorコンポーネントに、ソースから
送信されたすべてのメッセージのファイル名を表⽰するように設定します。

System.out.println("Message consumed on All: "+
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

8. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)タブをクリックし、⽣成されたコードを確認し
ます。

このコードでは、Sourceから送信されたメッセージは、式xpath("/people/person")によって
フィルター処理され、cIdempotentConsumer_1によって複製されます。

2. [Run] (実⾏)ビューをクリックして開き、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開
始します。F6を押して実⾏することもできます。

結果:複数のファイルに同じ内容があると、最初の1つのみが受信エンドポイントにルーティング
されます。
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cLoadBalancer

cLoadBalancerプロパティ
コンポーネントファミ
リー

ルーティング

機能 cLoadBalancerにより、異なる負荷分散戦略を使⽤して複数のエンドポイント間でメッ
セージを配信できます。

⽬的 cLoadBalancerにより、さまざまな負荷分散戦略を使⽤していくつかのエンドポイント間
でメッセージを配信できます。

[Basic settings] (基本設
定)

[Strategy] (戦略) [Random] (ランダム)、[Round Robin] (ラウンドロビ
ン)、[Sticky] (スティッキー)、[Topic] (トピック)、[Failover]
(フェールオーバー)、[Custom] (カスタム)から選択します。次に、
各⽅式について説明します。

[Random] (ランダム) それぞれの交換で受信エンドポイントをランダムに選択します。
[Round Robin] (ラウンド
ロビン)

ラウンドロビン⽅式に従ってメッセージを配信し、負荷を均等に分散します。

[Sticky] (スティッキー) [Language] (⾔語) メッセージを配信するために[Expression] (式)フィールドで使⽤す
る式の⾔語を選択します。

 [Expression] (式) エンドポイントの選択を判定する相関キーの計算に使⽤する式を⼊
⼒します。

[Topic] (トピック) すべてのメッセージをすべてのエンドポイントに送信するには、このオプションを選択し
ます。

[Failover] (フェールオー
バー)

[Basic mode] (基本
モード)

デフォルトでは、フェールオーバー負荷分散はメッセージを常に最
初のエンドポイントに送信します。最初のエンドポイントが失敗す
ると、メッセージはその後のエンドポイントに送信されます。

 [Specify exceptions]
(式の指定)

フェールオーバーで処理する[Exception] (式)テーブルの式を指定
します。

 [Use with Round
robin] (ラウンドロビン
で使⽤)

フェールオーバーで詳細オプションを使⽤するには、このオプショ
ンを選択します。

[Maximum failover attempt] (フェールオーバーの最⼤試⾏回数)
リストから、転送を断念するまでの処理の試⾏回数を選択します。

-[Attempt forever] (フェールオーバーの試⾏): 常にメッセージの
転送を試⾏し、常にフェールオーバーを試⾏します。

-[Never failover] (フェールオーバーしない): 直ちにメッセージの
転送を断念し、フェールオーバーを試⾏しません。

-[A number of attempts] (試⾏回数): メッセージの転送をn回試⾏
します。[Number of attempts] (試⾏回数)フィールドで、その回
数を指定します。

[Inherit error handler] (エラーハンドラーの継承):Camelエラー
ハンドラーを使⽤する場合、[true] (真)を選択します。[false] (偽)を
選択した場合、例外がスローされるとロードバランサーは直ちに
フェールオーバーします。

[Use Round robin] (ラウンドロビンの使⽤)フェールオーバーとラ
ウンドロビンを組み合わせて使⽤する場合、[true] (真)を選択しま
す。ラウンドロビンモードによるフェールオーバーの負荷分散は、
サービス間で均等に負荷を分散し、⾃動的にフェールオーバーを⾏
います。
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[Custom] (カスタム) [Load balancer] (ロー
ドバランサー)

カスタムロードバランサーの名前を⼊⼒します。

使⽤⽅法 cLoadBalancerはルートの中間のコンポーネントとして使⽤できます。
接続 [Load balance] (負荷

分散)
選択した負荷分散戦略に従ってメッセージを次のエンドポイントに
ルーティングするには、このリンクを選択します。

 [Route] (ルート) すべてのメッセージを送信元から次のエンドポイントにルーティン
グするには、このリンクを選択します。

制限事項  なし

シナリオ:ラウンドロビンに基づいて送信先エンドポイン
トにメッセージを配信する
このシナリオでは、cLoadBalancerコンポーネントを使⽤して、ラウンドロビン負荷分散⽅式に
従って、4つのメッセージを2つの送信先エンドポイントに均等に配信します。

コンポーネントのドロップおよびリンク
このシナリオに必要なコンポーネントは、メッセージ送信処理として1つのcFileコンポーネント、
負荷分散によって2つの異なる送信先にメッセージを配信するための1つのcLoadBalancerコンポー
ネント、送信先のURIを定義するための2つのcJavaDSLProcessorコンポーネント、2つの送信先に
ルーティングされるメッセージを取得するための2つのcMessagingEndpointコンポーネント、ラウ
ンドロビンの負荷分散の効果を表⽰するための2つのcProcessorコンポーネントです。

1. [Palette] (パレット)の[Messaging] (メッセージング)フォルダーで、1つのcFileコンポーネン
トと2つのcMessagingEndpointコンポーネントをドラッグして、デザインワークスペースにド
ロップします。ルート内での役割に応じてそれぞれ、Sender、[Receiver_A]、Receiver_Bとラベ
ルを付けます。

2. [Routing] (ルーティング)フォルダーから、cLoadBalancerコンポーネントをデザインワークス
ペースにドロップして、Load_balancerとラベルを付けます。

3. [Processor] (プロセッサ)フォルダーから2つのcJavaDSLProcessorコンポーネントと2つ
のcProcessorコンポーネントをドラッグしてデザインワークスペースにドロップします。その
役割に応じてそれぞれTo_Receiver_A、To_Receiver_B、Monitor_A、Monitor_Bとラベルを付け
ます。
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4. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、コンポーネントとcLoadBalancerコンポーネント
をリンクします。

5. [Row] (⾏) > [Load Balance] (負荷分散)接続を使って、cLoadBalancerを2つの
各cJavaDSLProcessorコンポーネントにリンクします。

6. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、2つのcMessagingEndpointコンポーネントを該
当のcProcessorコンポーネントにリンクします。

コンポーネントおよび接続の設定

1. cFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Path] (パス)フィールドで、メッセージソースのファイルパスを指定します。

3. [Encoding] (エンコーディング)リストからメッセージファイルのエンコードタイプを選択しま
す。その他のパラメーターはそのままにしておきます。

4. cLoadBalancerコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開き、[Strategy] (戦略)リストから使⽤する負荷分散⽅
式を選択します。このシナリオでは、デフォルトの[Round robin] (ラウンドロビン)⽅式を使⽤
します。

5. [To_Receiver_A]という[cJavaDSLProcessor]コンポーネントをダブルクリック
し、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きま
す。[Code] (コード)エリアに最初の送信先(この例では、direct:a)のURLを⼆重引⽤符で囲んで
⼊⼒します。
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この⼿順を繰り返し、To_Receiver_BというcJavaDSLProcessorコンポーネントで、別の送信
先のURI、direct:bを定義します。

6. [Receiver_A]というcMessagingEndpointコンポーネントをダブルクリックし、[Component]
(コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。[URI]フィールドに最初
の送信先のURL(この例では、direct:a)を⼆重引⽤符で囲んで⼊⼒します。

この⼿順を繰り返し、[Receiver_B]というcMessagingEndpointコンポーネントで、別の送信先
のURI、direct:bを定義します。

7. Monitor_AというcProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネン
ト)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。Receiver_Aにルーティングされるメッ
セージのファイル名をコンソールに表⽰するように、[Code] (コード)エリアでコードをカスタ
マイズします。

System.out.println("Message on Receiver_A: "+
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

この⼿順を繰り返して、Receiver_Bにルーティングされるメッセージのファイル名をコンソー
ルに表⽰するように、Monitor_BというcProcessorコンポーネントのコードをカスタマイズしま
す。

8. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)タブをクリックし、⽣成されたコードを確認し
ます。
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上記のように、メッセージはソースエンドポイントから送信先エンドポイントにルーティングさ
れ、ルーティングの負荷分散はcLoadBalancer_1による.roundRobin()メソッドに従って実装さ
れます。

2. F6を押してこのルートを実⾏します。

結果:送信元からの4つのメッセージのうち、2つはReceiver_A、もう2つはReceiver_Bにラウン
ドロビン⽅式でルーティングされます。
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cMessageFilter

cMessageFilterプロパティ
コンポーネントファミ
リー

ルーティング

機能 cMessageFilterは、指定された条件に従って、メッセージの内容をフィルター処理し、メッ
セージを指定された出⼒チャンネルにルーティングします。条件に⼀致しないすべてのメッ
セージは削除されます。

Camel Message Filter EIPの詳細は、http://camel.apache.org/message-filter.htmlを参照し
てください。

⽬的 cMessageFilterを使⽤して、定義された条件に従い、チャンネルから不要なメッセージを削
除します。

[Basic settings] (基本
設定)

[Language] (⾔
語)

メッセージのフィルター処理に使⽤する式の⾔語
をConstant、EL、Groovy、Header、JavaScript、JoSQL、JXPath、
MVEL、None、OGNL、PHP、Property、Python、Ruby、
Simple、SpEL、SQL、XPath、XQueryから選択します。

 [Expression]
(式)

メッセージのフィルター処理に使⽤する式を⼊⼒します。

 [Add
Namespaces]
(ネームスペー
スを追加)

このオプションは、[Language] (⾔語)リストでXPathが選択されている場合
に表⽰されます。

Xpath式のネームスペースを追加するには、このチェックボックスをオンに
します。[+]をクリックし、必要な数のネームスペースをテーブルに追加し
て、該当の列でプレフィックスおよびURIを定義します。

使⽤⽅法 cMessageFilterはルートの中間のコンポーネントとして使⽤できます。
接続 Filter (フィル

ター)
フィルター処理されたメッセージを次のエンドポイントにルーティングする
には、このリンクを選択します。

 [Route] (ルー
ト)

すべてのメッセージを送信元から次のエンドポイントにルーティングするに
は、このリンクを選択します。

制限事項  なし

シナリオ:条件に従ってメッセージをフィルター処理する
この使⽤例では、cityノードにParisという値を持つXMLファイルのみをParis_onlyという名前のフォ
ルダーに送信するという定義条件に従って、送信元エンドポイントから送信されたXMLメッセージを
フィルター処理します。

このシナリオで使⽤される4つのXMLファイルのうち、Message_1.xmlとMessage_4.xmlに都市
名Parisが含まれます。次に例を⽰します。

<person>
  <firstName>Pierre</firstName>
  <lastName>Dupont</lastName>
  <city>Paris</city>
</person>

http://camel.apache.org/message-filter.html
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コンポーネントのドロップおよびリンク

このシナリオに必要なコンポーネントは、送信元からのメッセージをフィルター処理するための1つ
のcMessageFilterコンポーネント、メッセージ送信元としての1つのcFileコンポーネント、Parisが
含まれるメッセージを受信するための1つのcFileコンポーネント、送信元からすべてのメッセージを
受信するための1つのcFileコンポーネント、2つの送信先にルーティングされるメッセージを監視す
るための2つのcProcessorコンポーネントです。

1. [Palette] (パレット)の[Messaging] (メッセージング)フォルダーから3つのcFileコンポーネント
をドラッグして、デザインワークスペースにドロップします。それぞれのコンポーネントは、役
割がわかりやすいようにSender、Paris_only、Unfilteredというラベルを付けます。

2. [Routing] (ルーティング)フォルダーから、cMessageFilterコンポーネントをデザインワークス
ペースにドロップして、Filterとラベルを付けます。

3. [Processor] (プロセッサ)フォルダーから2つのcProcessorコンポーネントをドラッグしてデザ
インワークスペースにドロップします。それぞれにMonitor_ParisとMonitor_Unfilteredというラ
ベルを付けます。

4. [Sender]というcFileコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) >
[Route] (ルート)を選択して、cMessageFilterコンポーネントをクリックします。

5. cMessageFilterコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) >
[Filter] (フィルター)を選択して、Paris_onlyというcFileコンポーネントをクリックします。こ
のエンドポイントは、定義された条件を満たすメッセージを取得します。

6. cMessageFilterコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) >
[Route] (ルート)を選択して、[Unfiltered]というcFileコンポーネントをクリックします。このエ
ンドポイントは、フィルター条件を満たすメッセージを含め、すべてのメッセージを収集しま
す。この接続はオプションです。

7. [Paris_only]というcFileコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏)
> [Route] (ルート)を選択して、Monitor_ParisというcProcessorコンポーネントをクリックし
ます。この⼿順を繰り返して、UnfilteredというcFileコンポーネントをMonitor_Unfilteredとい
うcProcessorコンポーネントに接続します。

コンポーネントおよび接続の設定

1. [Sender]というcFileコンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タ
ブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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2. [Path] (パス)フィールドで、メッセージソースのファイルパスを指定します。

3. [Encoding] (エンコーディング)リストからメッセージファイルのエンコードタイプを選択しま
す。その他のパラメーターはそのままにしておきます。

4. cMessageFilterコンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

5. メッセージのフィルター処理に使⽤する式の⾔語を選択し、メッセージのフィルター処理の条件
を定義する式を⼊⼒します。

このシナリオでは、都市ノードにParisという値を含むXMLファイルを抽出するた
め、[Language] (⾔語)リストから[XPath]を選択し、[Expression] (式)フィールドに"/

person[city='Paris']"という式を⼊⼒します。

6. Paris_onlyというcFileコンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)
ビューで[Basic settings] (基本設定)ビューを開き、[Path] (パス)フィールドにフィルター条件
を満たすメッセージのパスを指定します。
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この⼿順を繰り返して、UnfilteredというcFileコンポーネントで、送信元からのすべてのメッ
セージのパスを定義します。

7. Monitor_ParisというcProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポー
ネント)ビューで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。フィルター条件を満たすメッ
セージのファイル名をコンソールに表⽰するように、[Code] (コード)エリアでコードをカスタ
マイズします。

System.out.println("Message sent to folder Paris_only: "+
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

この⼿順を繰り返して、送信元からのすべてのメッセージのファイル名を表⽰するよう
に、Monitor_UnfilteredというcProcessorコンポーネントでコードをカスタマイズします。

8. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま
す。

このコードで⽰されるように、送信元からのメッセージはcMessageFilter_1で.xpath("/

person[city='Paris']")に従ってフィルター処理され、フィルターに⼀致するメッセージ
はエンドポイントParis_onlyに送信されます。同時に、すべてのメッセージはエンドポイン
トUnfilteredに送信されます。

2. [Run] (実⾏)ビューをクリックして開き、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開
始します。

F6を押して実⾏することもできます。
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結果:定義された条件に従いメッセージはフィルター処理され、"Paris"を含むメッセージ
はParis_onlyフォルダーにリダイレクトされ、"Paris"を持つメッセージを含め、すべてのメッ
セージはUnfilteredフォルダーに送信されます。
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cMessageRouter

cMessageRouterプロパティ
コンポーネントファミリー ルーティング
機能 cMessageRouterは、指定された条件に従ってメッセージをさまざまなチャンネル

にルーティングします。
⽬的 cMessageRouterは、後で新しい各チャンネルでメッセージをより詳細に処理でき

るように、フィルター対象の各メッセージタイプ⽤に個別のチャンネルを作成しま
す。

使⽤⽅法 cMessageRouterはルートの中間のコンポーネントとして使⽤できます。これ
は、⼊⼒チャンネルを1つのみ持ち、出⼒チャンネルは複数持てます。メッセージ
は、[When] (この場合)、[Otherwise] (それ以外)、または[Route] (ルート)タイプの
接続により出⼒します。

接続 [Row / Route] (⾏/
ルート)

すべてのメッセージを次のコンポーネントに渡すには、この
リンクを選択します。

[Trigger / When] (トリ
ガー/この場合)

[When] (この場合)リンクを選択して、[Component] (コン
ポーネント)ビューをクリックします。

[Type] (タイプ)リストで、接続の定義に使⽤する⾔語のタイ
プを選択します。

Append endChoice():[When] (この場合)リンクの後
にcMessageFilterまたはcLoadBalancerなどが続く場合、
コンパイルエラーが発⽣します。これは、そのようなコン
ポーネントがそこに存在すると、フロータイプがchoice()か
らloadbalance()に変更され、[When] (この場合)また
は[Otherwise] (それ以外)リンクが続かなくなるためです。
フロータイプをloadbalance()からchoice()に戻すには、こ
のチェックボックスをオンにします。

[Condition] (条件)フィールドに、メッセージのフィルター処
理に使⽤する条件を⼊⼒します。

この条件に⼀致しないすべてのメッセージは、[Otherwise]
(それ以外)リンクにより別のチャンネルに取得さ
れ、[Otherwise] (それ以外)リンクがない場合は削除されま
す。

ルートに複数の[When] (この場合)リンクを存在させ
ることもできます。

 [Trigger / Otherwise]
(トリガー/それ以外)

このリンクは、[When] (この場合)条件に⼀致しないメッセー
ジを⾃動的に取得します。

オプションで、ルート内に複数の[Otherwise] (それ
以外)リンクを存在させることもできます。

制限事項 [When] (この場合)または[Otherwise] (それ以外)リンクの後にはメッセージ処理を
配置しないことをお勧めします。必ずMock/Directエンドポイントを使⽤してそれら
を置き換え、新しいルートでメッセージを処理するようにします。
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シナリオ:条件に従ってメッセージをルーティングする
この使⽤例では、cityノードにParisという値を持つXMLファイルのみをParis_onlyという名前のフォ
ルダーに送信し、それ以外のメッセージはOther_citiesという名前のフォルダーに送信するという定
義条件に従って、送信元エンドポイントから送信されたXMLメッセージをルーティングします。

このシナリオで使⽤される4つのXMLファイルのうち、Message_1.xmlとMessage_4.xmlに都市
名Parisが含まれます。次に例を⽰します。

<person>
  <firstName>Pierre</firstName>
  <lastName>Dupont</lastName>
  <city>Paris</city>
</person>

コンポーネントのドロップおよびリンク
1. [Palette] (パレット)の[Messaging] (メッセージング)フォルダーから3つのcFileコン

ポーネントと4つのcMessagingEndpointコンポーネントをデザインワークスペースにド
ラッグアンドドロップします。それぞれのコンポーネントは、役割がわかりやすいよう
にSender、Receiver_Paris、Receiver_Others、directParis、directOthers、directParisRoute、
directOthersRouteというラベルを付けます。

2. [Routing] (ルーティング)フォルダーからcMessageRouterコンポーネントをデザインワークス
ペースにドラッグアンドドロップして、Message_routerとラベルを付けます。

3. [Miscellaneous]フォルダーから2つのcLogコンポーネントをデザインワークスペースにドラッ
グアンドドロップします。それぞれにMonitor_ParisとMonitor_Othersというラベルを付けます。

4. SenderというcFileコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) >
[Route] (ルート)を選択して、cMessageRouterコンポーネントをクリックします。

5. cMessageRouterコンポーネントを右クリックして、コンテキストメニューから[Trigger] (トリ
ガー) > [When] (この場合)を選択して、[directParis]というcMessagingEndpointコンポーネン
トをクリックします。このエンドポイントは、定義された条件を満たすメッセージを取得しま
す。
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6. cMessageRouterコンポーネントを右クリックして、コンテキストメニューから[Trigger] (ト
リガー) > [Otherwise] (それ以外)を選択して、[directOthers]というcMessagingEndpointコン
ポーネントをクリックします。このエンドポイントは、フィルター条件を満たさないすべての
メッセージを収集します。

7. directParisというcMessagingEndpointコンポーネントを右クリックし、コンテキストメ
ニューから[Row] (⾏) > [Route] (ルート)を選択して、[Receiver_Paris]というcFileコンポー
ネントをクリックします。この操作を繰り返して、[Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を
使⽤して、Receiver_ParisをMonitor_Parisに、directOthersRouteをReceiver_Othersに、
Receiver_OthersをMonitor_Othersに、それぞれリンクします。

コンポーネントおよび接続の設定
cMessageRouterコンポーネントは、[When] (この場合)接続で設定された条件に基づいて、メッ
セージをフィルター処理してあるエンドポイントから別のエンドポイントにルーティングするため、
プロパティがありません。

1. SenderというcFileコンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Path] (パス)フィールドで、メッセージソースのファイルパスを指定します。

[Encoding] (エンコーディング)リストからメッセージファイルのエンコードタイプを選択しま
す。その他のパラメーターはそのままにしておきます。

3. デザインワークスペースで、作成した[When] (この場合)接続をクリックしてから[Component]
(コンポーネント)ビューをクリックして、ルーティングするメッセージに対するフィルターを定
義します。

4. 使⽤するメッセージの形式はXMLのため、[Type] (タイプ)リストでxpathを選択します。

cityノードにParisという値を持つメッセージのみを取得するように、[Condition] (条件)フィー
ルドに"/person[city='Paris']"と⼊⼒します。
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5. directParisというcMessagingEndpointコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コ
ンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

6. [URI]フィールドで、フィルター対象のメッセージを取得するエンドポイントURIを⼊⼒します
(例: "direct:Paris")。

7. この⼿順を繰り返して、directOthersというcMessagingEndpointコンポーネントのエンドポイ
ントURIを"direct:Others"と設定します。directParisRouteというcMessagingEndpointコンポー
ネントのエンドポイントURIは"direct:Paris"、directOthersRouteは"direct:Others"と設定します。

8. [Receiver_Paris]というcFileコンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネ
ント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開き、[Path] (パス)フィールドにフィルター条
件を満たすメッセージのパスを指定します。

この⼿順を繰り返して、Receiver_OthersというcFileコンポーネントで、送信元からのその他す
べてのメッセージのパスを定義します。

9. Monitor_ParisというcLogコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)
タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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10. [Level](レベル)リストで[INFO] (情報)を選択します。[Specify output log message] (出⼒ログ
メッセージの指定)オプションを選択して、指定されたディレクトリに送信されたメッセージの
ファイル名を表⽰するように、次のコードを[Message] (メッセージ)フィールドに⼊⼒します。

Message sent to folder Paris_only: ${header.CamelFileNameOnly}

この⼿順を繰り返して、指定されたディレクトリに送信されたメッセージのファイル名を表⽰す
るように、Monitor_OthersというcLogコンポーネントのメッセージをカスタマイズします。

11. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)タブをクリックし、⽣成されたコードを表⽰し
ます。

コードに⽰されるように、.choice()のコードで初期化された条件に従って、メッセージがルー
ティングされます。定義されたフィルターは.when()コードの部分で初期化され、フィルター処
理されないメッセージは.otherwise()コードの部分でルーティングされます。

2. [Run] (実⾏)ビューで[Run] (実⾏)ボタンをクリックするか、F6を押してルートを実⾏します。

結果:Parisが含まれるファイルは、Paris_onlyというフォルダーに送信され、他のメッセージ
はOther_citiesフォルダーに送信されます。
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cMulticast

cMulticastプロパティ
コンポーネントファミリー ルーティング
機能 cMulticastは、1つ以上のメッセージをいくつかのエンドポイントに⼀度にルーティ

ングします。
⽬的 cMulticastを使⽤して、1つ以上のメッセージをいくつかのエンドポイントに⼀度に

ルーティングし、さまざまな⽅法で処理します。
[Basic settings] (基本設定) URIS メッセージをルーティングするエンドポイントを定義するた

めに、URIテーブルに必要な⾏数を追加します。
[Use
ParallelProcessing]
(ParallelProcessingの
使⽤)

指定されたエンドポイントにメッセージを同時にマルチキャ
ストするには、このチェックボックスをオンにします。

[set timeout] (タイム
アウトの設定)

このチェックボックスをオンにして、[Timeout] (タイムアウ
ト)フィールドにタイムアウトの時間をミリ秒単位で設定しま
す。cMulticastが設定された時間内ですべてのメッセージを
送信および処理できなかった場合、その処理を抜け出して続
⾏します。

[Use ParallelProcessing] (ParallelProcessingの使⽤)チェッ
クボックスがオンになっている場合のみ、このチェックボッ
クスは表⽰されます。

[Use Aggregation
Strategy] (集約戦略を
使⽤)

メッセージソースからのメッセージを単⼀の出⼒メッセージ
に集約するために、定義済みのJava Beanを集約戦略として
参照するには、このチェックボックスをオンにします。

デフォルトでは、最後のメッセージが出⼒メッセージとして
機能します。

[Stop On Exception]
(例外発⽣時に停⽌)

例外が発⽣した場合即座に処理を停⽌するには、このチェッ
クボックスをオンにします。

接続 [Route] (ルート) メッセージを送信元から次のエンドポイントにルーティング
するには、このリンクを選択します。

 [EndBlock] メッセージをルートの終了ブロックから次のエンドポイント
にルーティングするには、このリンクを選択します。

使⽤⽅法 cMulticastはルートの中間または終了のコンポーネントとして使⽤できます。
制限事項  なし

シナリオ:メッセージを複数のエンドポイントにルーティ
ングし、それぞれに新しい本⽂を設定する
このシナリオでは、cMulticastコンポーネントを使って、メッセージを2つのエンドポイントにルー
ティングします。ソースメッセージと各エンドポイントのメッセージが新しい本⽂に設定されま
す。cProcessorコンポーネントを使って、メッセージを監視します。
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コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)で[Messaging] (メッセージング)フォルダーを展開します。1つのcFileコン
ポーネントと2つのcMessagingEndpointコンポーネントをデザインワークスペースにドラッグ
アンドドロップします。

2. [Routing] (ルーティング)フォルダーでcMulticastコンポーネントをドラッグし、デザインワー
クスペースにドロップします。

3. [Process] (プロセス)フォルダーで4つのcProcessorコンポーネントをドラッグし、デザイン
ワークスペースにドロップします。

4. [Transformation] (変換)フォルダーで3つのcSetBodyコンポーネントをドラッグし、デザイン
ワークスペースにドロップします。

5. 上に⽰すように、ルート内での各コンポーネントの役割がわかりやすいようにラベルを付けま
す。

6. cMulticastコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) >
[EndBlock]を選択して、[Monitor_endblock]というcProcessorコンポーネントをクリックし
ます。

7. cFileコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) > [Route] (ルート)
を選択して、cMulticastコンポーネントをクリックします。この⼿順を繰り返して、[Row] (⾏)
> [Route] (ルート)接続を使って上に⽰すように残りのコンポーネントをリンクします。

コンポーネントの設定

1. [Source_file]というcFileコンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネン
ト)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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2. [Path] (パス)フィールドで、ソースファイルHello.txtが存在する場所のパスを指定します。その
他のフィールドはデフォルト設定のままにします。

3. [Multicast]という[cMulticast]コンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネ
ント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [URIS]テーブルで、[+]ボタンをクリックして2⾏追加し、メッセージの送信先のエンドポイント
のURIを指定します。この使⽤例では、"direct:a"と"direct:b"を指定します。

5. direct_aというcMessagingEndpointコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コン
ポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

6. [URI]フィールドで、エンドポイントURIを⼊⼒します。この使⽤例では、"direct:Paris"と⼊⼒し
ます。
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この⼿順を繰り返し、direct_bのエンドポイントURLを"direct:b"と設定します。

7. Monitor_sourceというcProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コン
ポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

8. ソースメッセージをコンソールに出⼒するように、以下のコードを[Code] (コード)ボックスに
⼊⼒します。

System.out.println("The source message is: " +
 exchange.getIn().getBody(String.class));

この⼿順を繰り返して、各エンドポイントのメッセージを出⼒するように、以下のよう
にMonitor_endblock、Monitor_direct_a、Monitor_direct_bのコードをカスタマイズしま
す。

Monitor_endblock:

System.out.println("The endblock message is: " +
 exchange.getIn().getBody(String.class));

Monitor_direct_a:

System.out.println("direct a just downloaded:
 "+exchange.getIn().getBody(String.class));

Monitor_direct_a:

System.out.println("direct b just downloaded:
 "+exchange.getIn().getBody(String.class));

9. Set_new_bodyというcSetBodyコンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コン
ポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

10. [Language] (⾔語)リストでSIMPLEを選択します。

[Expression] (式)フィールドに、メッセージの本⽂として"New message"と⼊⼒します。
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この⼿順を繰り返して、direct:aのメッセージ本⽂を"message A"、direct:bのメッセージ本⽂
を"message B"と設定します。

11. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏
1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)タブをクリックし、⽣成されたコードを確認し

ます。

コードに⽰されるように、ソースメッセージは"Source_file_cFile_1"から"cMulticast_1"を経
由してdirect:aとdirect:bにルーティングされます。その後、メッセージは"cProcessor_1"で
処理され、"cSetBody_3"によりメッセージ本⽂"New message"が設定されます。ルートの.endブ
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ロックは、"cProcessor_2"によって処理されます。"direct_a_cMessagingEndpoint_1"からの
メッセージは、"cSetBody_1"によりメッセージ本⽂"message A"が設定され、"cProcessor_3"で
処理されます。direct:bからのメッセージも同様に処理されます。

2. [Run] (実⾏)ビューをクリックして開き、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開
始します。F6を押して実⾏することもできます。

結果:ソースファイルメッセージはHello world!です。direct:aおよびdirect:bにルーティングされた
メッセージは、それぞれメッセージ本⽂message Aおよびmessage Bに設定されます。ルートの
終了ブロックメッセージはNew messageで、これはSet_new_bodyというコンポーネントによっ
て設定されます。
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cPipesAndFilters

cPipesAndFiltersプロパティ
コンポーネントファミ
リー

ルーティング

機能 cPipesAndFiltersコンポーネントは、メッセージを処理して⼀連の独⽴したエンドポイン
トインスタンスに分配し、その後結合することができます。

⽬的 このコンポーネントを使⽤して、メッセージを分割し⼀連の独⽴した処理ステージにルー
ティングします。

[Basic settings] (基本
設定)

[URI list] (URIリス
ト)

[+]ボタンをクリックして、エンドポイントを特定するURIの⾏を新しく
追加します。

使⽤⽅法 cPipesAndFiltersは、通常、ルートの中間に使⽤されます。
制限事項  なし

シナリオ:cPipesAndFiltersを使⽤して⼀連のタスクを処
理する
このシナリオでは、cPipesAndFiltersコンポーネントを使⽤して、送信元エンドポイントから送信
されたメッセージをステージAとステージBで処理します。両⽅のステージが完了したら、メッセー
ジはこのメッセージの送信先エンドポイントとなるファイルシステムにルーティングされます。

コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)の[Messaging] (メッセージング)フォルダーで、2つのcFileコンポーネン
トをドラッグして、デザインワークスペースにドロップします。この2つのコンポーネントは、
ルートの役割がわかりやすいようにSenderとReceiverとラベルを付けます。

2. [Routing] (ルーティング)フォルダーから、デザインワークスペースの2つのcFileコンポーネン
トの間に1つのcPipesAndFiltersコンポーネントをドロップします。
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3. [Messaging] (メッセージング)フォルダーからデザインワークスペース
にcMessagingEndpointコンポーネントをドラッグアンドドロップします。その1つはステージ
AのエンドポイントとしてStage_A、もう1つはステージBのエンドポイントとしてStage_Bとラ
ベルを付けて、ルートの役割がわかりやすいようにします。

4. 送信先のステージAとステージBのエンドポイントで受信したメッセージを監視するため
に、[Processor] (プロセッサ)フォルダーからデザインワークスペースに3つのcProcessorコン
ポーネントをドラッグアンドドロップします。これらのコンポーネントは、ルート内の役割がわ
かりやすいように、それぞれMonitor_Receiver、Monitor_stage_A、Monitor_stage_Bとラベルを
付けます。

5. SenderというラベルのcFileコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row]
(⾏) > [Route] (ルート)を選択して、cPipesAndFiltersコンポーネントをクリックします。

この⼿順を繰り返して、上記のように残りの[Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続も設定します。

コンポーネントの設定

1. Senderという[cFile]コンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タ
ブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Path] (パス)フィールドで、ソースファイルが格納されたフォルダーのパスを⼊⼒または参照し
て指定します。

3. [Encoding] (エンコーディング)リストからソースファイルのエンコードタイプを選択します。
その他のパラメーターはそのままにしておきます。

4. この⼿順を繰り返し、ReceiverというcFileコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビュー
で、出⼒ファイルのパスと出⼒エンコードタイプを定義します。

5. cPipesAndFiltersコンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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6. [+]ボタンをクリックして、[URI list] (URIリスト)テーブルに2⾏追加し、1⾏⽬に"direct:a"、2
⾏⽬に"direct:b"と⼊⼒して、メッセージを処理するステージAとステージBのURIを定義しま
す。

7. [Stage_A]というcMessagingEndpointコンポーネントをダブルクリックして、[Basic
settings] (基本設定)ビューでコンポーネントを設定し、ステージAのURIを定義します。

この⼿順を繰り返し、Stage_BというcMessagingEndpointコンポーネントの[Basic settings]
(基本設定)ビューでステージBのURIを定義します。

8. Monitor_ReceiverというcProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Basic settings] (基
本設定)ビューを開き、送信先で受信するメッセージのファイル名を表⽰するように、[Code]
(コード)エリアで次のようにコードをカスタマイズします。

System.out.println("Message sent to Receiver: "+
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

この⼿順を繰り返して、他の2つのcProcessorコンポーネントも、ステージAとステージBで受
信するメッセージのそれぞれのファイル名を表⽰するように、コードをカスタマイズします。

System.out.println("Message sent to stage A: "+
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

System.out.println("Message sent to stage B: "+
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

9. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。
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コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)タブをクリックし、⽣成されたコードを表⽰し
ます。

このコードに⽰されるように、Senderから送信されたメッセージは、cPipesAndFilters_1に
より、direct:aおよびdirect:bで識別されるエンドポイントにリダイレクトされてか
ら、Receiverにルーティングされます。

2. F6を押してこのルートを実⾏します。

結果:メッセージは、stage Aとstage Bを経由して配信され、Receiverに到達します。
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cRecipientList

cRecipientListプロパティ
コンポーネントファミリー ルーティング
機能 cRecipientListは、ユーザー定義の送信先のリストにメッセージをルーティングしま

す。これは、送信先に送信する前にメッセージを処理してサブメッセージから単⼀の
出⼒メッセージに返信をアセンブルすることもできます。

⽬的 cRecipientListを使⽤して、動的に指定されたいくつかの送信先にメッセージをルー
ティングします。

[Basic settings] (基本設定) [Language] (⾔語) ドロップダウンリストから式の⾔語を選択します。
[Expression] (式) 複数のエンドポイントを返す式を⼊⼒します。

 [Use Result Class
Type] (結果クラスタ
イプを使⽤)

このオプションは、[Language] (⾔語)リストで[XPath]が選
択されている場合に表⽰されます。表⽰されるフィールドの
サブメッセージの結果タイプを設定するには、このチェック
ボックスをオンにします。

 [Add Namespaces]
(ネームスペースを追
加)

このオプションは、[Language] (⾔語)リストで[XPath]が選
択されている場合に表⽰されます。

Xpath式のネームスペースを追加するには、このチェック
ボックスをオンにします。[+]をクリックし、必要な数のネー
ムスペースをテーブルに追加して、該当する列でプレフィッ
クスとURIを定義します。

 [Use Delimiter] (区切
りを使⽤)

[Expression] (式)のセパレータをカスタマイズするには、こ
のチェックボックスをオンにします。セパレータとして使⽤
する⽂字、⽂字列、または正規表現を[Delimiter] (区切り)
フィールドに⼊⼒します。

 [Use Strategy] (戦略
を使⽤)

サブメッセージから送信先リストの単⼀の出⼒メッセージに
返信を組み⽴てる集約戦略を参照するには、このチェック
ボックスをオンにします。集約戦略のIDをフィールドに⼊⼒
します。

[Parallel Processing]
(並列処理)

メッセージを送信先に同時に送信するには、このチェック
ボックスをオンにします。

 [Use
ExecutorService]
(ExecutorServiceを使
⽤)

このオプションは、[Parallel Processing] (並列処理)が有
効になっている場合に表⽰されます。並列処理のカスタムス
レッドプールを使⽤するには、このチェックボックスをオン
にします。スレッドプールは[ExecutorService]フィールド
で指定します。

[Stop On Exception]
(例外発⽣時に停⽌)

例外が発⽣した場合即座に処理を停⽌するには、このチェッ
クボックスをオンにします。

[Ignore Invalid
Endpoints] (無効なエ
ンドポイントを無視)

無効なエンドポイントを無視するには、このチェックボック
スをオンにします。

 [Streaming] (ストリー
ミング)

各送信先から返信を受信した順序でサブメッセージの返信を
処理するには、このチェックボックスをオンにします。この
オプションが無効な場合、返信は[Expression] (式)で指定し
たとおりの順序で処理されます。

 [Timeout] (タイムアウ
ト)

合計タイムアウトをミリ秒単位で指定します。メッセージが
送信先にルーティングされず、特定の時間処理されると、タ
イムアウトがトリガーされて送信先リスト処理から外されま
す。
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 [Use On-Prepare
Processor] (準備⽤プ
ロセッサの使⽤)

カスタムプロセッサを使⽤して、各送信先が受信する交
換のコピーを準備するには、このチェックボックスをオ
ンにします。次のフィールドにプロセッサのIDを⼊⼒しま
す。cBeanRegisterを使⽤して、Java Beanをプロセッサと
して登録することができます。

 [Share Unit of Work]
(作業単位を共有)

親の交換と各送信先の交換との間で作業単位を共有す
るには、このチェックボックスをオンにします。詳細
は、cSplitterの同じオプションを参照してください。

使⽤⽅法 cRecipientListはルートの中間のコンポーネントとして使⽤できます。
制限事項  なし

シナリオ:メッセージを複数の送信先にルーティングする
このシナリオでは、cRecipientListコンポーネントを使って、メッセージを送信先のリストにルー
ティングします。

ルートを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

コンポーネントのドロップおよびリンク
1. [Palette] (パレット)から、cFile、cSetHeader、cRecipientList、2つ

のcMessagingEndpoint、2つのcProcessorのコンポーネントをデザインワークスペースにド
ラッグアンドドロップします。cFileコンポーネントのラベルをRead_Inputに変更します。2
つのcMessagingEndpointコンポーネントのラベルをRecipient_AとRecipient_Bに変更しま
す。2つのcProcessorコンポーネントのラベルをPrint_File_Name_AとPrint_File_Name_Bに
変更します。

2. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、Read_InputをcSetHeaderにリンクします。

3. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、cSetHeaderをcRecipientListにリンクします。

4. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、Recipient_AをPrint_File_Name_Aにリンクしま
す。

5. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、Recipient_BをPrint_File_Name_Bにリンクしま
す。

コンポーネントの設定
1. cFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic

settings] (基本設定)ビューを開きます。
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2. [Path] (パス)フィールドに、ソースメッセージのパスを⼊⼒します(例: "E:/data/input")。その他
のデフォルト設定はそのままにします。

3. cSetHeaderをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings]
(基本設定)ビューを開きます。

4. [+]をクリックして、[Headers] (ヘッダー)テーブルに1⾏追加します。

[Name] (名前)フィールドに、ヘッダーの名前を⼊⼒します(例: "ListOfRecipients")。

[Language] (⾔語)リストで[Constant] (定数)を選択します。

[Value] (値)フィールドに、エンドポイントURIを⼊⼒します(例: "direct:a,direct:b")。

5. [cRecipientList]をダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。
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6. [Language] (⾔語)リストで[Header] (ヘッダー)を選択します。

[Expression] (式)フィールドに、送信先リストを含むヘッダーの名前(つま
り、"ListOfRecipients")を⼊⼒します。

7. Recipient_Aをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings]
(基本設定)ビューを開き、送信先AのURIを定義します。

Recipient_Bにも同じ操作を実⾏して、送信先BのURIを定義します。

8. Print_File_Name_Aをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開き、Recipient_Aで受信したメッセージを出⼒するように以下の
コードを⼊⼒します。

System.out.println("Recipient_a just
 downloaded:"+exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

Print_File_Name_Bにも同じ操作を実⾏して、コードボックスに以下のコードを⼊⼒します。

System.out.println("Recipient_b just
 downloaded:"+exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

9. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。
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コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)タブをクリックし、⽣成されたコードを確認し
ます。

上記のように、ルートは.constant("direct:a,direct:b")を使⽤してRead_Input_cFile_1お
よび.setHeader("ListOfRecipients")からメッセージを取得します。その
後、cRecipientList_1は.header("ListOfRecipients")を読み取り、その中に含まれる送信先に
メッセージをルーティングにします。

2. F6を押し、ルートを実⾏します。

メッセージは、ヘッダーに含まれる送信先に送信されます。



cRoutingSlip

Talend ESB Mediationコンポーネントリファレンス 197

cRoutingSlip

cRoutingSlipプロパティ
コンポーネントファミリー ルーティング
機能 cRoutingSlipは⼀連の処理⼿順を通してメッセージを連続でルーティングすること

ができます。⼿順のシーケンスは設計時には不明で、メッセージごとに異なります。
⽬的 cRoutingSlipは⼀連のエンドポイントにメッセージを連続してルーティングするの

に使⽤されます。
[Basic settings] (基本設定) [Header name] (ヘッダー

名)
先⾏のcSetHeaderコンポーネントで定義されている
メッセージヘッダーの名前を⼊⼒します(デフォルト
はmySlip)。ヘッダーには各メッセージのルーティング先
となるエンドポイントURIの⼀覧が含まれている必要があ
ります。

 [URI delimiter] (URI区切
り記号)

メッセージヘッダーに含まれる複数のエンドポイントURI
を区切るのに使⽤される区切り⽂字。デフォルトはコンマ
(,)。

使⽤⽅法 cRoutingSlipはサブルートの中間または終了のコンポーネントとして使⽤できま
す。このコンポーネントは常に、各メッセージのヘッダーにエンドポイントURIのリ
ストを付与するcSetHeaderコンポーネントの後に続きます。

制限事項 なし

シナリオ1:⼀連のエンドポイントにメッセージを連続して
ルーティングする
このシナリオでは、ファイルシステムからのメッセージをメッセージヘッダーに含まれるURIに基づ
き⼀連のエンドポイントに連続的にルーティングします。

コンポーネントのドロップおよびリンク

この使⽤例では、メッセージ送信側としてcFileコンポーネント、⼀連のエンドポイントの定義
にcSetHeaderコンポーネント、エンドポイントに連続してメッセージをルーティングするの
にcRoutingSlipコンポーネント、エンドポイントにルーティングされたメッセージを取得するのに
3つのcMessagingEndpointコンポーネント、接続されたメッセージングエンドポイントにルーティ
ングされたメッセージを監視する3つのcProcessorコンポーネントを必要とします。
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1. [Palette] (パレット)で[Messaging] (メッセージング)フォルダーを展開し、デザインワークス
ペースに1つのcFileコンポーネントと3つのcMessagingEndpointにドロップし、上に⽰すよう
にルートでのコンポーネントの役割がわかりやすいように、コンポーネントにラベルを付けま
す。

2. [Transformation] (変換)フォルダーからcSetHeaderコンポーネントをデザインワークスペー
スにドラッグアンドドロップして、ルートでの役割がわかりやすいようにラベルを付けます。

3. [Routing] (ルーティング)フォルダーからcRoutingSlipコンポーネントをデザインワークスペー
スにドラッグアンドドロップして、ルートでの役割がわかりやすいようにラベルを付けます。

4. [Processor] (プロセッサ)フォルダーから3つのcProcessorコンポーネントをドラッグしてデザ
インワークスペースにドロップして、ルートでの役割がわかりやすいようにラベルを付けます。

5. cFileコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) > [Route] (ルート)
を選択して、cSetHeaderコンポーネントをクリックします。

6. cSetHeaderコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) > [Route]
(ルート)を選択して、cRoutingSlipコンポーネントをクリックします。

7. この操作を繰り返して、cMessagingEndpointコンポーネントを対応するcProcessorコンポー
ネントに接続します。

コンポーネントおよび接続の設定

1. SenderというラベルのcFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネン
ト)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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2. [Path] (パス)フィールドで、ソースファイル
のBeijing.xml、London.xml、Paris.xml、Washington.xmlが格納されたフォルダーのパスを⼊⼒
または参照して指定します。

[Encoding] (エンコーディング)リストからソースファイルのエンコードタイプを選択します。
その他のパラメーターはそのままにしておきます。

3. cSetHeaderコンポーネント(この例ではSet_endpoints)をダブルクリックし、[Component] (コ
ンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [+]をクリックして[Headers] (ヘッダー)テーブルに⾏を追加します。

[Name] (名前)フィールドに、各メッセージに追加するヘッダーの名前を⼊⼒します。

この使⽤例では、単純にmySlipを使⽤します。これはcRoutingSlipコンポーネントの[Header
name] (ヘッダー名)フィールドのデフォルト値です。

5. [Language] (⾔語)リストボックスからConstantまたはSimpleを選択し、[Value] 値
フィールドに連続してルーティングする宛先のURIをコンマで区切って⼊⼒します。コンマ
はcRoutingSlipコンポーネントの[URI delimiter] (URI区切り記号)フィールドのデフォルト値
です。

この使⽤例では、メッセージをまずエンドポイントcに、次にエンドポイントaに、最後にエンド
ポイントbにルーティングします。

6. Routing_slipというcRoutingSlipコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポー
ネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開き、[Header name] (ヘッダー名)フィール
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ドにメッセージヘッダーを、[URI delimiter] (URI区切り記号)フィールドにURI区切り⽂字を定
義します。

この使⽤例では、デフォルトの設定を使⽤します。

7. Endpoint_aというcMessagingEndpointコンポーネントをダブルクリックし、[Component]
(コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開き、[URI]フィールドにメッセー
ジの送信先のURIを⼊⼒します。

このコンポーネントを使⽤して、URI direct:aにルーティングされるメッセージを取得します。

この⼿順を繰り返し、他のcMessagingEndpointコンポーネントのエンドポイントURIも設定し
ます(direct:bとdirect:c)。

8. Monitor_aというcProcessorコンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネ
ント)タブの[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。必要な情報がコンソールに表⽰され
るようにコードをカスタマイズします。

このコンポーネントを使⽤して接続されたエンドポイントaにルーティングされたメッセージを
監視し、ファイル名を表⽰するため、次のようにコードをカスタマイズします:

System.out.println("Message received on endpoint a: "+ 
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

この⼿順を繰り返してほかの2つのcProcessorコンポーネントのコードをカスタマイズし、接続
済みのエンドポイントbおよびcにもそれぞれルーティングされるようにします。

System.out.println("Message received on endpoint b: "+ 
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

System.out.println("Message received on endpoint c: "+ 
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

9. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。
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コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下部の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま
す。

このコードの抜粋では、送信側からのメッセージに.setHeaderに基づいてURIのリスト
("direct:c,direct:a,direct:b")を含むヘッダーが付与され、cRoutingSlip_1に基づいてスリッ
プパターンでルーティングされます。

2. [Run] (実⾏)タブをクリックして開き、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開始
します。

F6を押して実⾏することもできます。

結果:ソースファイルメッセージは定義されたエンドポイントc、a、bの順序に連続でルーティン
グされます。

シナリオ2:⼀連のエンドポイントに各メッセージを条件に
基づいてルーティングする
前のシナリオに基づくこのシナリオでは、ファイルシステムからの各メッセージを、それに含まれる
都市名に基づいて異なるエンドポイントに連続的にルーティングします。

この使⽤例で使⽤されるすべてのファイルはそれが含む都市名に基づいて命名されています。次は2
つの例の抜粋です:
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Beijing.xml:

<person>
    <firstName>Nicolas</firstName>
    <lastName>Yang</lastName>
    <city>Beijing</city>
</person>

Paris.xml:

<person>
  <firstName>Pierre</firstName>
  <lastName>Dupont</lastName>
  <city>Paris</city>
</person>

この使⽤例では、定義済みのJava Bean、setEndpointsを呼び出し、各メッセージに含まれる都市名
に従ってエンドポイントURIを返します。これにより、メッセージは次のようにルーティングされま
す。

• 都市名Parisを含むメッセージをまずエンドポイントaに、次にエンドポイントbに、最後にエンド
ポイントcにルーティングします。

• 都市名Beijingを含むメッセージをまずエンドポイントcに、次にエンドポイントaに、最後にエンド
ポイントbにルーティングします。

• その他のメッセージをエンドポイントbに、その後エンドポイントcにルーティングします。

Java Beanの作成および使⽤の詳細は、『Talend Studioユーザーガイド』を参照してください。

package beans;

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.NodeList;

public class setEndpoints {
 public String helloExample(Document document) {
  NodeList cities = document.getDocumentElement().getElementsByTagName(
    "city");
  Element city = (Element) cities.item(0);
  String textContent = city.getTextContent();
  if ("Paris".equals(textContent)) {
   return "direct:a,direct:b,direct:c";
  } else if ("Beijing".equals(textContent)) { 
   return "direct:c,direct:a,direct:b";
  } else
   return "direct:b,direct:c";
 }
}

コンポーネントのドロップおよびリンク
このシナリオでは、前のシナリオのルートセットアップを再利⽤し、コンポーネントを追加または削
除したり、接続を編集したりはしません。

コンポーネントおよび接続の設定
このシナリオでは、cSetHeaderコンポーネントのみを編集して定義済みのJava Beanを呼び出すよ
うにし、他のコンポーネントの設定はすべて前のシナリオのままにしておきます。
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1. cSetHeaderコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Language] (⾔語)リストボックスから[Bean]を選択し、[Value] (値)フィールドでエンドポイン
トURIを返すJava Beanを指定します。この使⽤例には、次のように⼊⼒します。

beans.setEndpoints

3. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下部の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま
す。

このコードの抜粋では、送信側からのメッセージに.setHeaderに基づいてURIのリ
スト(beans.setEndpoints.classによって返されたもの)を含むヘッダーが付与さ
れ、cRoutingSlip_1にルーティングされます。

2. [Run] (実⾏)タブをクリックして開き、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開始
します。

F6を押して実⾏することもできます。
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結果:ソースは定義されたエンドポイントに連続的にルーティングされます:都市名Beijingを含む
メッセージはまずエンドポイントc、そしてエンドポイントaに、最後にエンドポイントbにルー
ティングされます。都市名Parisを含むメッセージはまずエンドポイントa、そしてエンドポイン
トbに、最後にエンドポイントcにルーティングされます。その他のメッセージはまずエンドポイ
ントb、そしてエンドポイントcにルーティングされます。
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cSplitter

cSplitterプロパティ
コンポーネントファミリー ルーティング
機能 cSplitterは条件に基づいてメッセージをいくつかのサブメッセージに分割します。
⽬的 cSplitterはメッセージの複数のモジュールを分割し、個別のルートで異なった⽅法

で扱われ処理されるようにします。
[Basic settings] (基本設定) [Language] (⾔語) メッセージを分割するのに使⽤す

る式の⾔語を選択します。 これに
は、None、Constant、EL、Groovy、Header、
JavaScript、JoSQL、JXPath、MVEL、
OGNL、PHP、Property、Python、
Ruby、Simple、SpEL、SQL、 XPath、およびXQueryが
あります。

 [Correlation expression/
Expression] (相関式/式)

メッセージを分割するのに使⽤する式を⼊⼒します。

 [Correlation expression/
Use Result Class Type]
(相関式/結果クラスタイ
プを使⽤)

[Language] (⾔語)リストで[XPath]を選択すると、このオ
プションが表⽰されます。

表⽰されるフィールドにサブメッセージの結果タイプを設
定する場合はこのチェックボックスをオンにします。指定
されていない場合はデフォルトのネイティブXMLオブジェ
クトorg.w3c.dom.NodeListが使⽤されます。

 [Correlation expression/
Add Namespaces] (相関
式/名前空間を追加)

[Language] (⾔語)リストで[XPath]を選択すると、このオ
プションが表⽰されます。

Xpath式に対してネームスペースを追加するには、この
チェックボックスをオンにします。[+]をクリックし、必
要な数のネームスペースをテーブルに追加して、該当する
カラムでプレフィックスとURIを定義します。

 [Use Strategy] (戦略を使
⽤)

集約戦略を参照して複数のサブメッセージからの返信をス
プリッターからの1つの出⼒メッセージとして構築するに
はこのチェックボックスをオンにします。[Strategy] (戦
略)フィールドに集約戦略のIDを⼊⼒します。[Streaming]
(ストリーミング)が有効になっている場合、サブメッセー
ジによる返信は戻る順序で集約されます。それ以外の場合
は、サブメッセージによる返信は分割されたときと同じ順
序で集約されます。

 [Parameters/Parallel
Processing] (パラメー
ター/並列処理)

このチェックボックスをオンにするとサブメッセージが並
列処理されます。呼び出し側スレッドは、続⾏する前にす
べてのサブメッセージが完全に処理されるまで待ちます。

 [Parameters/Stop on
Exception] (パラメー
ター/例外の停⽌)

このチェックボックスをオンにすると例外発⽣時にただち
に処理を停⽌します。

 [Parameters/Streaming]
(パラメーター/ストリー
ミング)

メッセージをストリーミング形式に分割する、つまり⼊⼒
メッセージ群に分割するにはこのチェックボックスをオン
にします。巨⼤なメッセージを処理する場合は、このオプ
ションを選択することをお勧めします。

 [Parameters/Share Unit
of Work] (パラメーター/
作業単位を共有)

親の交換と分割された各交換の間で作業単位を共有する
には、このチェックボックスをオンにします。このオプ
ションの詳細および使⽤例は、http://camel.apache.org/
splitter.htmlを参照してください。

http://camel.apache.org/splitter.html
http://camel.apache.org/splitter.html
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 [Parameters/Timeout] (パ
ラメーター/タイムアウ
ト)

タイムアウトの合計をミリ秒で指定します。メッセージが
指定された期間内に分割され、処理されなかった場合はタ
イムアウトがトリガーされスプリッターは終了します。

使⽤⽅法 cSplitterはルートの中間のコンポーネントとして使⽤できます。
[split] (分割) 分割されたメッセージを次のエンドポイントにルーティン

グするには、このリンクを選択します。
接続

[Route] (ルート) すべてのメッセージを送信元から次のエンドポイントに
ルーティングするには、このリンクを選択します。

制限事項  なし

シナリオ:cSplitterを使⽤してメッセージを分割し、サブ
メッセージからの返信を集約する
このシナリオではcSplitterコンポーネントを使⽤してメッセージを分割し、サブメッセージからの
返信を集約します。

定義済みのJava Bean、AppendAggregatorを呼び出してサブメッセージからの返信を集約するため
の戦略として使⽤します。Java Beanの作成および使⽤の詳細は、『Talend Studioユーザーガイド』
を参照してください。

package beans;
import org.apache.camel.Exchange;
import org.apache.camel.processor.aggregate.AggregationStrategy;

public class AppendAggregator implements AggregationStrategy {

 public Exchange aggregate(Exchange oldEx, Exchange newEx) {
  if(oldEx==null){
   return newEx;
  }
  String oldBody = oldEx.getIn().getBody(String.class);
  String newBody = newEx.getIn().getBody(String.class);
  newEx.getIn().setBody(oldBody + "\n" + newBody);
  return newEx;
 }
}
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コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)で[Context] (コンテキスト)フォルダーを展開します。cBeanRegisterコン
ポーネントをドラッグし、デザインワークスペースにドロップします。

2. [Messaging] (メッセージング)フォルダーから、cTimerコンポーネントと2つのcDirectコン
ポーネントをドラッグし、デザインワークスペースにドロップします。

3. [Transformation] (変換)フォルダーから2つのcSetBodyコンポーネントをドラッグし、デザイ
ンワークスペースにドロップします。

4. [Routing] (ルーティング)フォルダーから、cSplitterコンポーネントをデザインワークスペース
にドラッグアンドドロップします。

5. [Miscellaneous] (その他)フォルダーから2つのcLogコンポーネントをドラッグし、デザイン
ワークスペースにドロップします。

6. 上に⽰すように、ルートでのコンポーネントの役割がわかりやすいようにラベルを付けます。

7. cSplitterコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) > [Split] (分割)
を選択して、directA_senderというcDirectコンポーネントをクリックします。

8. もう⼀度cSplitterコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) >
[Route] (ルート)を選択して、Log_FinishedというcLogコンポーネントをクリックします。

9. 同様に、ルート上の他のコンポーネントも[Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、上に⽰
すようにリンクします。

コンポーネントおよび接続の設定

1. appendAggregatorというcBeanRegisterコンポーネントをダブルクリックし、[Component]
(コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。



シナリオ:cSplitterを使⽤してメッセージを分割し、サブメッセージからの返信を集約する

208 Talend ESB Mediationコンポーネントリファレンス

2. [Id]フィールドに、"appendAggregator"と⼊⼒します。[Simple] (シンプル)オプションを選択
し、[Class Name] (クラス名)フィールドで、定義済みのJava Beanの名前を⼊⼒します(このシ
ナリオではbeans.AppendAggregator)。これは後でcSplitterコンポーネントによって呼び出され
ます。

3. StarterというcTimerコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [Repeat] (繰り返し回数)フィールドに、1と⼊⼒し、メッセージ交換をトリガーします。その他
のオプションはデフォルト設定のままにしておきます。

5. Set_bodyというラベルのついたcSetbodyコンポーネントをダブルクリックし、[Component]
(コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

6. [Language] (⾔語)リストで[SIMPLE] (シンプル)を選択し、[Expression] (式)フィールドに
「"thing1, thing2, thing3"」と⼊⼒して、メッセージの本⽂に使⽤します。

7. Set_new_bodyというcSetbodyコンポーネントも同様に設定し、サブメッセージに新しい本
⽂を設定します。[Expression] (式)フィールドに、「*** SPLIT: ${body}」と⼊⼒して、古い
メッセージ本⽂の前に「*** SPLIT: 」を追加します。
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8. cSplitterコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

9. この使⽤例では、,を区切り⽂字に使⽤してメッセージ本⽂をサブメッセージに分割します。

[Language] (⾔語)リストで[Simple] (シンプル)を選択し、[Expression] (式)フィールドに
「${body}」と⼊⼒します。

[Use Strategy] (戦略を使⽤)チェックボックスをオンにします。[Strategy] (戦略)フィールド
に、定義済みのJava Bean、appendAggregatorのIDを⼊⼒して、サブメッセージからの返信を集
約するための⽅式として使⽤します。

10. directA_senderというcDirectコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネ
ント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

11. [...]をクリックして[directA_receiver]ノードを選択してサブメッセージを受け取ります。

12. directA_receiverというcDirectコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネ
ント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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13. [Name] (名前)フィールドに"directA"と⼊⼒し、このエンドポイントを特定します。

14. Log_FinishedおよびLog_SplitというcLogコンポーネントはデフォルト設定のままにしておきま
す。Log_Finishedがサブメッセージからの集約された返信を記録します。Log_Splitがサブメッ
セージを記録します。

15. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下部の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま
す。

コードで⽰されているとおり、メッセージルートがfromの1つのエンドポイントから.toの
別のエンドポイントへと構築されます。cSplitter_1に送信されたメッセージはメソッ
ド.split().simple("${body}")によって分割され、サブメッセージからの返信はメソッ
ド.aggregationStrategyRef("appendAggregator")によって集約されます。

2. [Run] (実⾏)タブをクリックして開き、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開始
します。F6を押して実⾏することもできます。
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結果:ソースメッセージは,を区切り⽂字として複数のサブメッセージに分割され、各サブメッ
セージには新しいメッセージ本⽂が付与されます。サブメッセージからの返信はcSplitterコン
ポーネントからの1つの出⼒メッセージとして集約されます。
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cThrottler

cThrottlerプロパティ
コンポーネントファミリー ルーティング
機能 cThrottlerは後続のエンドポイントに流れるメッセージの数を制限するように設計

されています。
⽬的 cThrottlerは特定のエンドポイントに流れるメッセージの数を制限して負荷がかか

りすぎないようにします。
[Basic settings] (基本設定) [Request per period]

(期間ごとのリクエス
ト)

定義された期間内にcThrottlerを通過することのできるメッ
セージの数。

[Set time period] (期間
を設定)

期間を設定して(ミリ秒単位)絞りを有効にするにはこの
チェックボックスをオンにします。

[Use asynchronous
delaying] (⾮同期遅延
を利⽤)

このチェックボックスをオンにすると、遅延メッセージはす
べてスケジュール済みスレッドプールを使⽤して⾮同期的に
ルーティングされます。

使⽤⽅法 中間コンポーネントのcThrottlerは、特定のエンドポイントに流れるメッセージの
数を制限して負荷がかかりすぎないようにします。
[throttler] (スロット
ラー)

絞られたメッセージを次のエンドポイントにルーティングす
るには、このリンクを選択します。

接続

[Route] (ルート) すべてのメッセージを送信元から次のエンドポイントにルー
ティングするには、このリンクを選択します。

制限事項  なし

シナリオ:メッセージフローを絞る
このシナリオでは、cThrottlerコンポーネントを使⽤して⼀定期間内に流れるメッセージの数を減ら
します。

ルートを作成するには、次のようにします。
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コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)からデザインワークスペースにcThrottler、cFile、および2つ
のcProcessorコンポーネントをドラッグアンドドロップします。 cFileコンポーネント
のラベルを"Read_Output"に変更します。2つのcProcessorコンポーネントのラベル
を"Print_File_Name"と"Print_File_Content"に変更します。

2. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使って、Read_OutputをcThrottlerにリンクします。

3. [cThrottler]を[Row] (⾏) > [Throttler] (スロットラー)接続を使⽤し
てPrint_File_Nameに、[Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使ってPrint_File_Contentにもリ
ンクします。

コンポーネントの設定

1. Read_Outputコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Path] (パス)フィールドに、ソースメッセージへのパスを⼊⼒します。例: "E:/data/output"。そ
の他のフィールドはデフォルト設定のままにします。

3. cThrottlerコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [Request per period] (期間ごとのリクエスト)フィールドに、⼀定期間の間にスロットラーを通
過することを許可するメッセージの数を⼊⼒します(例: 1)。

[Set time period] (期間を設定する)フィールドに、期間の値を⼊⼒します(例:8000)。

5. [Print_File_Namet]コンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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6. [Code] (コード)ボックスに以下のコードを⼊⼒し、スロットラーを通過するメッセージの名前
を取得します。

System.out.println("The file that passes throttler is:
 "+exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

7. Print_File_Contentコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

8. [Code] (コード)ボックスに以下のコードを⼊⼒し、スロットラーを通過するメッセージの内容
を取得します。

System.out.println("The content of " +exchange.getIn().getHeader("CamelFileName")+ "
 is: "
+exchange.getIn().getBody(String.class));

9. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏
1. デザインワークスペースの下部にある[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを確認

します。
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上に⽰すように、Read_OutputからのメッセージがスロットラーcThrottler_1を通過
し、timePeriodMillis(8000)毎にスロットラーを通過できるメッセージは(1)つだけとなりま
す。⼀⽅、絞られたメッセージのファイル名と内容が2つのプロセッサーによって表⽰されま
す。

2. F6を押し、ルートを実⾏します。

下に⽰すように、1つ⽬の期間にはFile_A.txtが配信され、2つ⽬の期間にはFile_B.txtが配信され
ました。
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cWireTap

cWireTapプロパティ
コンポーネントファミリー ルーティング
機能 cWireTapはメッセージが本来のエンドポイントに送られている間にインターセプト

し、ユーザー定義のURIに送ります。また、このワイヤータップURIへの新しいメッ
セージを同時に追加することができます。

⽬的 cWireTapはメッセージが本来の宛先に転送されている間に別のエンドポイントに
メッセージをルーティングするのに使⽤されます。

[Basic settings] (基本設定) [URI] インターセプトしたメッセージの送り先エンドポイント
URI。

 [Populate new exchange]
(新しい交換を⼊⼒)

ワイヤータップURIへの新しいメッセージを⼊⼒するには
このチェックボックスをオンにします。

 [Populate Type] (⼊⼒タ
イプ)

[Populate new exchange] (新しい交換を⼊⼒)チェック
ボックスをオンにしている場合、このオプションが表⽰
されます。[Populate Type] (⼊⼒タイプ)は[Expression]
(式)または[Processor] (プロセッサー)です。

 [Expression] (式):式を使って、新しい交換の本⽂を設定
できます。

Language (⾔語):メッセージ本
⽂の設定に使⽤する式の ⾔語
を、Constant、Header、None、Property、Simple、
XPathから選択します。

[Expression TXT] (式テキスト):メッセージ内容を設定す
る式を⼊⼒します。

  [Processor] (プロセッサー):プロセッサーを使⽤すると交
換の⼊⼒⽅法を最⼤限に指定することができます。[Code]
(コード)フィールドにJavaコードを⼊⼒することでメッ
セージのプロパティ、ヘッダーなどを指定できます。

 [Copy the original
message] (元のメッセー
ジをコピー)

オリジナルと全く同じオリジナル交換のコピーを作成する
にはこのチェックボックスをオンにします。このチェック
ボックスがオンになっていないと、同じエンドポイント名
をもつ新しい交換のみが作成されます。メッセージ本⽂と
ヘッダーはNULLになります。

交換パターンはどちらの条件でもInOnlyです。
使⽤⽅法 cWireTapはルートの中間コンポーネントにできます。
制限事項  なし

シナリオ:ルートのメッセージをインターセプトする
このシナリオでは、cWireTapコンポーネントを使⽤してメッセージが本来の宛先にルーティングさ
れている間に別のエンドポイントにそのメッセージをルーティングします。
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コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)で[Messaging] (メッセージング)フォルダーを展開し、cFile、2つ
のcMessagingEndpointコンポーネントをデザインワークスペースにドロップします。

2. [Routing] (ルーティング)フォルダーを展開し、cWireTapコンポーネントをデザインワークス
ペースにドロップします。

3. [Processor] (プロセッサー)フォルダーを展開し、cJavaDSLProcessor、2つのcProcessorコ
ンポーネントをデザインワークスペースにドロップします。

4. cFileコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) > [Route] (ルート)
を選択して、cWireTapコンポーネントをクリックします。

5. この操作を繰り返して、上に⽰すようにコンポーネントに接続します。

6. 機能がわかりやすいようにコンポーネントにラベルを付けます。

コンポーネントの設定

1. SourceというcFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Path] (パス)フィールドで、⼊⼒ファイルパスを参照するか⼊⼒します。この使⽤例では、指定
されたファイルパスにあるHello.txtを使⽤します。内容は「Hello World!」となっています。その
他のパラメーターはそのままにしておきます。
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3. cWireTapコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [URI]フィールドに"direct:a"と⼊⼒してこのエンドポイントにインターセプトしたメッセージ
をルーティングします。

[Populate new exchange] (新しい交換を⼊⼒する)チェックボックスをオンにし、⼊⼒タイプ
に[Processor] (プロセッサーを選択します)。[Code] (コード)ボックスに次のコードを⼊⼒し、
インターセプトしたメッセージのファイル名と内容をコンソールに表⽰します:

System.out.println("\nMessage wiretapped: "+
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));
System.out.println("Message content: "+
exchange.getIn().getBody(String.class)+"\n");

5. cJavaDSLProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

6. [Code (コード)フィールドにJavaコード「.to("direct:b")」を⼊⼒し、オリジナルメッセージ
のルーティング先エンドポイントのURIを定義します。

7. Endpoint_aというcMessagingEndpointコンポーネントをダブルクリックし、[Component]
(コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。[URI]フィールドに
「"direct:a"」と⼊⼒してこのエンドポイントにルーティングされたメッセージを取得します。

この⼿順を繰り返し、Endpoint_bのエンドポイントURIを設定します。
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8. Monitor_aというcProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネン
ト)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。[Code] (コード)ボックスに、次のコー
ドを⼊⼒して、Endpoint_aにルーティングされたメッセージのファイル名を表⽰します。

System.out.println("Message on endpoint a: "+
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

そして、別のcProcessorコンポーネントも同じように設定し、Endpoint_bにルーティングされ
たメッセージのファイル名を表⽰します。

9. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏
1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま

す。

このコードの抜粋では、fromエンドポイントSourceからのメッセージすべてが.wireTapに
よってインターセプトされ、"direct:a"にルーティングされています。インターセプト
された各メッセージのファイル名と内容がコンソールに表⽰されます。元のメッセージ
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はcJavaDSLProcessor_1で定義済みのURI"direct:b"で識別される.toエンドポイントにルーティ
ングされます。

2. [Run] (実⾏)タブをクリックして開き、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開始
します。F6を押して実⾏することもできます。

結果:ソースメッセージはインターセプトされて、エンドポイントaにもエンドポイントbにも
ルーティングされます。
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変換コンポーネント
この章では、Talend StudioのMediation (メディエーション)パースペクティブの[Palette] (パレッ
ト)にある[Transformation] (変換)ファミリーの主なコンポーネントについて詳しく説明していま
す。

[Transformation] (変換)ファミリーには、データの変換プロセスを実⾏するコンポーネントが含ま
れます。
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cContentEnricher

cContentEnricherプロパティ
コンポーネントファミリー 変換
機能 cContentEnricherは、コンシューマーまたはプロデューサーを使⽤して、イベント

メッセージング⽤およびリクエスト/応答⽤の追加データを取得するように設計され
ています。

⽬的 cContentEnricherを使⽤すると、コンシューマーまたはプロデューサーを使⽤し
て、イベントメッセージング⽤およびリクエスト/応答⽤の追加データを取得するこ
とができます。

[Basic settings] (基本設定) [Resource URI] (リ
ソースURI)

[Using a producer] (プロデューサーを使⽤)が選択され
ている場合はメッセージの配信先を指しており、[Using a
consumer] (コンシューマーの使⽤)が選択されている場合は
メッセージの取得元を指しています。

[Using a producer]
(プロデューサーを使
⽤)

プロデューサーを使⽤して付加的なデータを提供する場合は
このチェックボックスをオンにします(例: 定義されたURIに
メッセージを送信する)。

[Using a consumer]
(コンシューマーの使
⽤)

コンシューマーを使⽤して付加的なデータを取得する場合は
このチェックボックスをオンにします(例: 定義されたURIに
メッセージをリクエストする)。

[Use Aggregation
Strategy] (集約戦略を
使⽤)

基本的なメッセージと付加的なデータの組み⽴てに使⽤する
集約戦略を定義するにはこのチェックボックスをオンにしま
す。

[Specify timeout] (タイ
ムアウトの指定)

[Using a consumer] (コンシューマーの使⽤)が選択されてい
るとこのエリアが表⽰されます。タイムアウトオプションは
次のとおりです。

[Wait until a message arrive] (メッセージが届くまで待機):
コンポーネントはメッセージを待ち続けます。

[Immediately polls the message] (即座にメッセージを
ポールする): コンポーネントは即座に定義されたURIから
ポールします。

[Waiting at most until the timeout triggers] (タイムアウ
トがTriggerされるまで待機): このチェックボックスを選択す
るとタイムアウト値をミリ秒で⼊⼒できます。コンポーネン
トは定義された期間の間だけメッセージを待機します。

使⽤⽅法 cContentEnricherを使⽤すると、コンシューマーまたはプロデューサーを使⽤し
て、イベントメッセージング⽤およびリクエスト/応答⽤の追加データを取得するこ
とができます。

制限事項  なし

シナリオ:URLの⼀覧からメッセージを取得する
このシナリオでは、CamelコンポーネントのHTTP4およびcContentEnricherコンポーネントを使⽤
してURLの⼀覧からメッセージを取得します。これを⾏うには、2つのサブルートを構築する必要が
あります。⼀つはURLのリストを含むファイルを読み取ってローカルファイルシステムにメッセージ
を送るもの、もう⼀つはこれらのURLからメッセージを取得するものです。



シナリオ:URLの⼀覧からメッセージを取得する

Talend ESB Mediationコンポーネントリファレンス 223

この使⽤例では、ローカルのTomcatサーバーにあるURLの⼀覧を取得します。そのため、ルートを
実⾏する前に、Apache Tomcatを起動する必要があります。

下に⽰すように、TXTファイルURLlistがURLのリストとして使⽤されています。
docs/introduction.html
docs/setup.html

コンポーネントのドロップおよびリンク
1. [Palette] (パレット)からデザインワークスペース

に、cSplitter、cJavaDSLProcessor、cContentEnricher、2つのcFile、2つ
のcMessagingEndpoint、3つのcSetHeaderコンポーネントをドラッグアンドドロップしま
す。

2. 役割がわかりやすいようにコンポーネントに適切なラベルを付け、上に⽰すように[Row] (⾏)
>[Route] (ルート)接続を使って、コンポーネントをリンクします。

コンポーネントの設定
1番⽬のサブルートの設定
1. [URLlist]コンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic

settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Path] (パス)フィールドで、URLリストファイルが保存されているファイルパスを参照します。

[FileName] (ファイル名)フィールドにファイル名URLlist.txtを⼊⼒します。
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3. cSplitterコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [Language] (⾔語)リストで[None] (なし)を選択します。[Expression] (式)フィールドに、コー
ドbody(String.class).tokenize("\r\n")を⼊⼒して各⾏のメッセージをサブメッセージに分割
します。

このコードはWindows専⽤です。Unixの場合はbody(String.class).tokenize("\n")に、Macの場合
はbody(String.class).tokenize("\r")に変更します。

5. cJavaDSLProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

6. [Code] (コード)エリアにコード「.log("splitterOutput: ${body}")」を⼊⼒し、分割された
メッセージの本⽂を取得します。

7. [cContentEnricher]コンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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8. プロデューサーを使⽤して付加的なデータを提供し、定義されたURIにメッセージを送信するに
は[Using a producer] (プロデューサーを使⽤)を選択します。

[Resource URI] (リソースURI)フィールドに、「direct:fetchURL」と⼊⼒します。ここにメッ
セージが配信されます。

9. [setFileName]コンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

10. [+]をクリックして[Headers] (ヘッダー)テーブルに⾏を追加します。

ここでは、受け取った各メッセージにファイル名を定義するため、[Name] (名前)フィールド
にorg.apache.camel.Exchange.FILE_NAMEと⼊⼒します。

[Language] (⾔語)リストで[Simple] (シンプル)を選択します。

[Value] (値)フィールドに、"${header.CamelHttpPath}"と⼊⼒し受け取ったメッセージのURIパ
スを取得します。

11. [retrievedFiles]コンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

12. [Path] (パス)フィールドで、メッセージの保存先となるファイルパスを参照します。

2番⽬のサブルートの設定

1. [fetchURL]コンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。
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2. [URI] フィールドに、cContentEnricherコンポーネントで定義された"direct:fetchURL"を⼊⼒し
ます。

3. [setURI]コンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [+]をクリックして[Headers] (ヘッダー)テーブルに⾏を追加します。

[Name] (名前)フィールドにorg.apache.camel.Exchange.HTTP_URIと⼊⼒し、受け取った各メッ
セージのHTTP URIを定義します。

[Language] (⾔語)リストで[Simple] (シンプル)を選択します。

[Value] (値)フィールドに、ローカルTomcatサーバーの"http://localhost:8080"を⼊⼒しま
す。

5. [setPATH]コンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

6. [+]をクリックして[Headers] (ヘッダー)テーブルに⾏を追加します。
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[Name] (名前)フィールドにorg.apache.camel.Exchange.HTTP_PATHと⼊⼒し、受け取った各
メッセージのHTTPパスを定義します。

[Language] (⾔語)リストで[Simple] (シンプル)を選択します。

[Value] (値)フィールドに元のメッセージから分割された"${body}"を⼊⼒します。

7. [http4Endpoint]コンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

8. [URI]フィールドに、"http4:localhost:8080"と⼊⼒し、ローカルTomcatサーバーのHTTPリソー
スを取得します。

9. [Advanced settings] (詳細設定)ビューをクリックします。[Dependencies] (依存関係)リ

ストの下部の をクリックして⾏を追加し、ドロップダウンリストからhttp4を選択しま
す。HTTP4の詳細は、http://camel.apache.org/http4.htmlを参照してください。

Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下部の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま
す。

http://camel.apache.org/http4.html
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上に⽰すように、URLlistから.split、.log、.enrich、.setHeaderを介してretrievedFilesへ
と繋がるメッセージルートが⼀つ構築されます。もう⼀つのルートはfetchURLから、2つ
の.setHeaderを介してhttp4Endpointへとつながります。

2. F6を押し、ルートを実⾏します。

結果:分割されたメッセージが[Run] (実⾏)コンソールに表⽰されます。

URLの⼀覧からのメッセージは、ローカルファイルシステム内の定義されたディレクトリに保存
されます。
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cConvertBodyTo

cConvertBodyToプロパティ
コンポーネントファミリー 変換
機能 cConvertBodyToはメッセージ本⽂を特定のクラスタイプに変換します。
⽬的 cConvertBodyToはメッセージ本⽂を特定のクラスタイプに変換するのに使⽤され

ます。
[Basic settings] (基本設定) [Target Class Name]

(ターゲットクラス名)
メッセージ本⽂の変換先クラスタイプの名前を⼊⼒しま
す。

使⽤⽅法 cConvertBodyToはルートの中間のコンポーネントとして使⽤できます。
制限事項  

シナリオ:XMLファイルの本⽂を
org.w3c.dom.Document.classに変換する
このシナリオでは、cConvertBodyToコンポーネントを使⽤してXMLファイルの本
⽂をorg.w3c.dom.Document.classに変換します。そしてcBeanコンポーネントが
org.w3c.dom.Document classをインポートしてその内容をチェックし、ルートモジュール名と各カ
テゴリモジュールの内容を表⽰します。

XMLファイルは以下のとおりです:

<bookstore>
    <bookshelf>
        <category>Cooking</category>
        <quantity>100</quantity>
    </bookshelf>
    <bookshelf>
        <category>Languages</category>
        <quantity>200</quantity>
    </bookshelf>
    <bookshelf>
        <category>Arts</category>
        <quantity>300</quantity>
    </bookshelf>
    <bookshelf>
        <category>Science</category>
        <quantity>400</quantity>
    </bookshelf>
</bookstore>

Beanの作成

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Code](コード)ノードを展開し、[Beans]ノードを右
クリックします。コンテキストメニューから[Create Bean] (Beanの作成)を選択します。
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2. [New Bean] (新規Bean)ウィザードが開きます。[Name] (名前)フィールドに、Beanの名前を⼊
⼒します。例、PrintConvertToBean。[Finish] (終了)をクリックし、ウィザードを閉じます。

3. デザインワークスペースに次のコードを⼊⼒します。

package beans;

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.NodeList;
public class PrintConvertToBean {

 /**
  * print input message
  * @param message
  */
 public static void helloExample(Document message) {
  if (message == null) {
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   System.out.println("There's no message here!");
   return;
  }
  Element rootElement = message.getDocumentElement();
  if (rootElement == null) {
   System.out.println("There's no root element here!");
   return;
  }
  System.out.println("The root element name is:"
    + rootElement.getNodeName());
  System.out.println("The book categories are:");
  NodeList types = rootElement.getElementsByTagName("category");
  for(int i = 0;i<types.getLength();i++){
   Element child = (Element) types.item(i);
   System.out.println(child.getFirstChild().getNodeValue());
  }
 }
}

4. Ctrl+Sを押し、Beanを保存します。

Java Beanの作成および使⽤の詳細は、『Talend Studioユーザーガイド』を参照してください。

コンポーネントのドロップおよびリンク

1. [Palette] (パレット)からcFile、cConvertBodyTo、cBean、cBeanRegisterの各コンポーネン
トをドラッグし、ワークスペースにドロップします。

2. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)接続を使⽤して、上に⽰すよう
にcFile、cConvertBodyTo、cBeanコンポーネントをリンクします。

3. 機能がわかりやすいようにコンポーネントにラベルを付けます。

コンポーネントの設定

1. cFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。



シナリオ:XMLファイルの本⽂をorg.w3c.dom.Document.classに変換する

Talend ESB Mediationコンポーネントリファレンス 233

2. [Path] (パス)フィールドで、ソースXMLファイルのパスを参照して探すか⼊⼒します。

ソースファイルフォルダーに1つより多くのファイルが含まれる場合は、[FileName] (ファイル
名)フィールドに必要なXMLファイルの名前を⼊⼒し、他のパラメーターはそのままにしておき
ます。

3. cConvertBodyToコンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [Target Class Name] (ターゲットクラス名)フィールドにターゲットクラス名を⼊⼒します(この
シナリオではorg.w3c.dom.Document.class)。

5. cBeanRegisterコンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

6. [Id]フィールドに、"bean"と⼊⼒します。

Simple (シンプル)オプションを選択し、[Class Name] (クラス名)フィールドで、呼び出すBean
の名前を⼊⼒します(このシナリオではbeans.PrintConvertToBean)。

7. cBeanコンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。
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8. [Reference] (参照)を選択し、[Id]フィールドで、"bean"と⼊⼒してcBeanRegisterによって登
録されたBeanを呼び出します。

9. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下部の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを確認しま
す。

上に⽰すように、fromエンドポイントRead_message_cFile_1からのメッセージ本⽂
がcConvertBodyTo_1によってorg.w3c.dom.Document.classに変換され、cBean_1によって呼び出
されたbeanによって処理されます。

2. F6を押し、ルートを実⾏します。

結果:ルートモジュール名とカテゴリモジュールの内容が表⽰されます。
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cMap

このコンポーネントは、Talendプラットフォームソリューションのいずれかにサブスクライブしている場合
にTalend Studioの[Palette] (パレット)で利用できます。

cMapプロパティ
コンポーネントファミリー 変換
機能 cMapは様々な⼊⼒からのデータを様々な出⼒に変換します。複数の⼊⼒や出⼒を使

⽤する場合は、Talend Data Mapper I/O関数を使⽤する必要があります。詳細は、
『Talend Data Mapperユーザーガイド』を参照してください。

⽬的 cMapは、マッピング (マッピング)パースペクティブにあるTalend Data Mapperの機
能を利⽤して、異なる⼊⼒と出⼒の間で変換(マップと呼ばれる)を⾏います。

[Basic settings] (基本設定) [Open Map Editor] (マッ
プエディターを開く)

[...]ボタンをクリックして、マッピング (マッピング)パー
スペクティブのMap Path (マップパス)パースペクティブ
で指定されたマップを開きます。

 [Map Path] (マップパス) 実⾏するマップを指定します。

[Map Path] (マップパス)フィールドのとなりの[...]ボタン
をクリックしてダイアログボックスを開き、使⽤するマッ
プを選択します。その後、[Open Map Editor] (マップエ
ディターを開く)のとなりの[...]ボタンをクリックして選択
したマップを操作します。このマップはあらかじめマッピ
ング (マッピング)パースペクティブで作成しておく必要が
あります。

 [Log Level] (ログレベル) ドロップダウンリストから、イベントログの頻度を選択し
ます。

• [Infrequent] (低頻度):スタートアップ、シャットダウ
ン、例外に関するイベントのみを記録します。

• [Frequent] (⾼頻度-デフォルト):スタートアップ、
シャットダウン、例外に関するイベントを記録するほ
か、マップの実⾏毎にログを記録します。

• [All] (すべて):すべてのイベントを記録します。

• [None] (なし):なにも記録しません。
[Exception Threshold] (例
外しきい値)

Talend Data Mapperは例外ステータスを深刻度
値OK、Info (情報)、Warning (警告)、Error (エ
ラー)、Fatal (致命的)のいずれかと共に返します。例外し
きい値を設定することにより、例外をスローする深刻度レ
ベルを指定することができ、デフォルト値であるFatal (致
命的)以外の場合に、ダウンストリームのコンポーネント
がエラーを検出することができます。

ドロップダウンリストから、マップの実⾏中に例外をス
ローする深刻度レベルを選択します。

• [Fatal] (深刻) (デフォルト):致命的なエラーが発⽣した
場合に例外をスローします。

• [Error] (エラー):エラー(またはそれ以上)が発⽣した場
合に例外をスローします。
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• Warning (警告):警告(またはそれ以上)が発⽣した場合に
例外をスローします。

使⽤⽅法 cMapはデータマッピングが必要なルートで使⽤します。
制限事項 ライセンスの互換性の問題のため、このコンポーネントを使⽤する必要のある1つ

以上のJARファイルが提供されていません。[Component] (コンポーネント)タブ
の[Basic settings] (基本設定)ビューにある[Install] (インストール)ボタンをクリッ
クすると、不⾜しているJARファイルをインストールできます。詳細は、『Talendイ
ンストレーションガイド』でStudioの設定⽅法に関するセクションを参照してくださ
い。

この制限はデータベースを参照するマップにのみ適⽤されます。

Talend Data Mapperを使⽤した変換の実⾏についての詳細は、『Talend Data Mapperユーザーガイド』を参照
してください。

シナリオ:cMapによるデータのマッピング
次のシナリオでは3つのコンポーネントから成るルートを作成します。このルートではcFileコンポー
ネントがローカルファイルディレクトリを参照してその内容をコピーし、cMapコンポーネントを
使って変換を実⾏します。そして⼊⼒ディレクトリのファイルを、別のディレクトリにファイルを書
き込む出⼒cFileコンポーネントに送ります。

例ファイルの編集可能バージョンをコピーする

1. マッピング (マッピング)パースペクティブの[Data Mapper] (データマッパー)ビュー
で[Hierarchical Mapper] (階層マッパー)ノードと[Other Projects] (その他のプロジェクト)
フォルダーを展開し、[Examples] (例)を右クリックしてコンテキストメニューから[Copy] (コ
ピー)を選択します。

2. [Data Mapper] (データマッパー)ビューで、[Hierarchical Mapper] (階層マッパー)ノードの
ルートを右クリックし、コンテキストメニューから[Paste] (貼り付け)を選択します。

これにより読み取り専⽤の例ファイルの編集可能バージョンがローカルワークスペースにコピー
されます。

コンポーネントの追加とリンク

1. デザインワークスペース内の最初のコンポーネントを追加する場所をクリックします。cFileと
⼊⼒し、候補リストにコンポーネントの名前が表⽰されたらクリックして選択します。

2. 同様にcMapコンポーネントと2つ⽬のcFileコンポーネントを追加します。

3. [Row] (⾏) > [Route] (ルート)リンクを使⽤してcFile_1コンポーネントをcMapコンポーネント
に接続します。そして、2つ⽬の[Row] (⾏) > [Route] (ルート)リンクを使⽤してcMapコンポー
ネントをcFile_2コンポーネントに接続します。

cFile_1のプロパティを定義する

1. cFile_1コンポーネントを選択してそのプロパティを定義します。
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2. [Path] (パス)フィールドで、⼊⼒ファイルへのパスを参照するか⼊⼒します。

3. [fileName] (ファイル名)フィールドに⼊⼒ファイルの名前を⼊⼒します:この例で
は、PayPalPO.csvとなります。

4. その他のパラメーターはそのままにしておきます。

cMapのプロパティを定義する

1. cMapコンポーネントを選択してそのプロパティを定義します。

2. [Map Path] (マップパス)フィールドのとなりの[...]ボタンをクリックしてピッカーを開き、使⽤
するマップMaps/CSV/POPayPalCsv_PO2を選択します。そして[OK]をクリックします。この
マップはCSVファイルをXMLファイルに変換します。

cFile_2のプロパティを定義する

1. cFile_2コンポーネントを選択してそのプロパティを定義します。
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2. [Path] (パス)フィールドで、出⼒ファイルを配置するパスを参照するか⼊⼒します。

3. [fileName] (ファイル名)フィールドに、拡張⼦.xmlの出⼒ファイル名を⼊⼒します。

4. その他のパラメーターはそのままにしておきます。

ルートの保存と実⾏

1. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

2. [Run] (実⾏)タブで[Run] (実⾏)をクリックしてルートを実⾏します。

3. ファイルシステムの出⼒ディレクトリを開いて、⼊⼒ファイルが変換され、出⼒ディレクトリに
書き込まれたことを確認します。
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cSetBody

cSetBodyプロパティ
コンポーネントファミリ 変換
機能 cSetBodyは送られてきた各メッセージのペイロードを置き換えます。
⽬的 cSetBodyは送られてきた各メッセージの内容を式の値に基づいて置き換えます。
[Basic settings] (基本設定) [Language] (⾔語) ⼀致したメッセージの内容を設定するのに

使⽤する式の⾔語を 選択します。これに
は、Constant、EL、Groovy、Header、JavaScript、
JoSQL、JXPath、MVEL、None、OGNL、
PHP、Property、Python、Ruby、Simple、
SpEL、SQL、XPath、およびXQueryがあります。

 [Expression] (式) メッセージ内容を設定する式を⼊⼒します。
 [Correlation expression/

Add Namespaces] (相関
式/ネームスペースを追
加)

[Language] (⾔語)リストで[XPath]を選択すると、このオ
プションが表⽰されます。

Xpath式のネームスペースを追加するには、このチェック
ボックスをオンにします。[+]をクリックし、必要な数の
ネームスペースをテーブルに追加して、該当するカラムで
プレフィックスとURIを定義します。

使⽤⽅法 cSetBodyはルートの中間コンポーネントにできます。
制限事項  なし

シナリオ:メッセージの内容を抽出情報で置き換える
このシナリオでは、ファイルメッセージを1つのエンドポイントから別のエンドポイントへとルー
ティングし、各メッセージの内容をそのメッセージから抽出した情報によって置き換えます。

この使⽤例で使⽤するXMLファイルの例は、次のとおりです。

<people>
    <person>
        <firstName>Pierre</firstName>
        <lastName>Dubois</lastName>
        <city>Paris</city>
    </person>
</people>

コンポーネントのドロップとリンク
この使⽤例では2つのcFileコンポーネント(⼀つをメッセージ送信側、もう⼀つを受信側として使
⽤)、ルート上のメッセージの内容を置き換えるcSetBodyコンポーネント、受信側エンドポイントに
ルーティングされたメッセージの新しくなった内容を表⽰するcProcessorコンポーネントを使⽤し
ます。
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1. [Palette] (パレット)で[Messaging] (メッセージング)フォルダーを展開し、2つのcFileコンポー
ネントをデザインワークスペースにドロップします。

2. [Transformation] (変換)フォルダーから、cSetBodyコンポーネントをデザインワークスペース
の2つのcFileコンポーネントの間にドロップします。

3. [Processor] (プロセッサ)フォルダーから、cProcessorコンポーネントをデザインワークスペー
スの2つ⽬のcFileコンポーネントの後ろにドロップします。

4. 最初のcFileを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) > [Route] (ルート)を選択し
て、cSetBodyコンポーネントをクリックします。

5. この操作を繰り返してcSetBodyコンポーネントを2つ⽬のcFileコンポーネントに接続し、2つ⽬
のcFileコンポーネントをcProcessorコンポーネントに接続します。

6. 上に⽰すように、ルートでのコンポーネントの役割がわかりやすいようにラベルを付けます。

コンポーネントおよび接続の設定
1. SenderというcFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ

で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Path] (パス)フィールドで、ソースファイルを保持しているフォルダーのパスを参照して探すか
⼊⼒します。

3. [Encoding] (エンコーディング)リストで、ソースファイルのエンコーディングのタイプを選択
します。その他のパラメーターはそのままにしておきます。

4. これらの⼿順を繰り返し、もう⼀つのcFileコンポーネント(Receiver)の[Basic settings] (基本設
定)ビューで出⼒ファイルパスとエンコードタイプを定義します。

5. cSetBodyコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。



シナリオ:メッセージの内容を抽出情報で置き換える

242 Talend ESB Mediationコンポーネントリファレンス

6. [Language] (⾔語)リストボックスから、使⽤する式の⾔語を選択します。

ここではXMLファイルを扱うので、リストボックスから[XPath]を選択します。

7. [Expression] (式)フィールドに、希望する新しいメッセージ内容を返す式を⼊⼒します。

この例では、各ファイルを受信側エンドポイントにルーティングする際にpersonをルートモ
ジュールにするため、[Expression] (式)フィールドに"/people/person"と⼊⼒します。

8. cProcessorコンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タブ
の[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。必要な情報がコンソールに表⽰されるように
コードをカスタマイズします。

この使⽤例では、受信側エンドポイントにルーティングされた各メッセージのファイル名と内容
を表⽰するため、以下のようにコードをカスタマイズします:

System.out.println("File received: " +
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName") + 
"\nContent:\n " + 
exchange.getIn().getBody(String.class));

9. Ctrl+Sを押してルートを保存します。

コードの表⽰およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま
す。

このコードの抜粋では、メッセージルートがfromの1つのエンドポイントから.toの別のエンド
ポイントへと構築されます。ルーティング中に各メッセージの内容が条件.xpath("/people/

person")に基づき"cSetBody_1"によって置き換えられます。

2. [Run] (実⾏)タブをクリックして開き、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開始
します。F6を押して実⾏することもできます。
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結果:XMLファイルが受信側に送信され、personが各ファイルのルートモジュールになります。
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cSetHeader

cSetHeaderプロパティ
コンポーネントファミリ 変換
機能 cSetHeaderは送られてきた各メッセージのヘッダーを設定します。
⽬的 cSetHeaderは、後続のメッセージ処理に備えるため、送られてきた各メッセージに

ヘッダーを設定したり、デフォルトのヘッダーをカスタマイズしたりするのに使⽤し
ます。

[Basic settings] (基本設定) [Headers] (ヘッダー) [+]をクリックし、必要な数のヘッダーをテーブルに追加
します。

 NAME (名前):メッセージヘッダーの名前を⼊⼒します。

CorrelationIDというヘッダー名は予約されています。もし
存在する場合は、このヘッダーの値はメッセージの相関ID
で上書きされます。

  Language (⾔語):使⽤する式の⾔語を選択します。これ
には、Bean、None、Constant、CorrelationID、EL、
Groovy、Header、JavaScript、JoSQL、JXPath、
MVEL、OGNL、PHP、Property、Python、
Ruby、Simple、SpEL、SQL、XPath、 およびXQueryが
あります。

ヘッダー値を返すのに定義済みのJava Beanを呼び出す場
合は[Bean]を選択します。

このコンポーネントに接続された最寄りのcCXFで利⽤可
能な場合に、メッセージの既存の相関IDをヘッダー値とし
て使⽤する場合はCorrelationIDを選択します。cCXFコン
ポーネントの詳細は、「cCXF」を参照してください。

  Value (値):メッセージヘッダーの値を設定するための
式、またはメッセージヘッダーの値を返すBeanクラス
をbeans.BEAN_NAMEの形式で⼊⼒します。

[Language] (⾔語)リストでCorrelationIDが選択されてい
る場合、このフィールドは無効になります。このコンポー
ネントに接続された最寄りのcCXFの既存の相関IDが、
ヘッダー値として設定されます。cCXFコンポーネントの
詳細は、「cCXF」を参照してください。

 [Add Namespaces] (ネー
ムスペースを追加)

式のネームスペースを追加するには、このチェックボッ
クスをオンにします。[+]をクリックし、必要な数のネー
ムスペースをテーブルに追加して、該当するカラムでプレ
フィックスとURIを定義します。

使⽤⽅法 cSetHeaderはルートの中間コンポーネントにできます。
制限事項  なし

シナリオ:メッセージを分割し、含まれる情報に基づいて
サブメッセージの名前を変更する
このシナリオでは、⼈の情報を含むファイルメッセージを複数のサブメッセージに分割します。各サ
ブメッセージは含まれる都市名に基づいて名称変更され、別のエンドポイントにルーティングされま
す。
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以下はこの使⽤例で使⽤するXMLファイルの例です:

<people>
    <person>
        <firstName>Pierre</firstName>
        <lastName>Dubois</lastName>
        <city>Paris</city>
    </person>
    <person>
        <firstName>Nicolas</firstName>
        <lastName>Yang</lastName>
        <city>Beijing</city>
    </person>
    <person>
        <firstName>Ellen</firstName>
        <lastName>Ripley</lastName>
        <city>Washington</city>
    </person>
</people>

定義済みのJava Bean、setFileNames、がこの例で使⽤されているcSetHeaderコンポーネントに
よって呼び出され、各メッセージのファイル名を含まれる都市名に基づいて定義します。Java Bean
の作成および使⽤の詳細は、『Talend Studio User Guide』を参照してください。

package beans;

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.NodeList;

public class setFileNames {
 public String getCityName(Document document) {
  NodeList cities = document.getDocumentElement().getElementsByTagName(
    "city");
  Element city = (Element) cities.item(0);
  String textContent = city.getTextContent();
   return textContent+".xml";
  }
}

コンポーネントのドロップおよびリンク
この使⽤例では2つのcFileコンポーネント(⼀つをメッセージ送信側、もう⼀つを受信側として使
⽤)、ソースメッセージをサブメッセージに分割するcSplitterコンポーネント、各サブメッセージの
名称を変更するcSetHeaderコンポーネント、受信側にルーティングされた各メッセージのファイル
名を表⽰するcProcessorコンポーネントを使⽤します。

1. [Palette] (パレット)で[Messaging] (メッセージング)フォルダーを展開し、2つのcFileコンポー
ネントをデザインワークスペースにドロップします。
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2. [Routing] (ルーティング)フォルダーから、cSplitterコンポーネントをデザインワークスペース
の2つのcFileコンポーネントの間にドロップします。

3. [Transformation] (変換)フォルダーから、cSetHeaderコンポーネントをデザインワークス
ペースの、cSplitterコンポーネントと受信側cFileコンポーネントの間にドロップします。

4. 最初のcFileコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) > [Route]
(ルート)を選択して、cSplitterコンポーネントをクリックします。

5. cSplitterコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) > [Split] (分割)
を選択して、cSetHeaderコンポーネントをクリックします。

6. cSetHeaderコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) > [Route]
(ルート)を選択して、2つ⽬のcFileコンポーネントをクリックします。

7. 2つ⽬のcFileコンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (⾏) > [Route]
(ルート)を選択して、cProcessorコンポーネントをクリックします。

8. 上に⽰すように、ルートでのコンポーネントの役割がわかりやすいようにラベルを付けます。

コンポーネントおよび接続の設定

1. SenderというcFileコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Path] (パス)フィールドで、ソースファイルを保持しているフォルダーのパスを参照して探すか
⼊⼒します。

[Encoding] (エンコーディング)リストで、ソースファイルのエンコーディングのタイプを選択
します。

[FileName] (ファイル名)フィールドに、ソースメッセージのファイル名を⼊⼒します。ソース
フォルダーに1つしかファイルが含まれていない場合はこの⼿順をスキップすることができま
す。

3. 上記の⼿順1と2を繰り返し、もう⼀つのcFileコンポーネント(Receiver)の[Basic settings] (基
本設定)ビューで出⼒ファイルパスとエンコードタイプを定義します。[FileName] (ファイル名)
フィールドは空にしておきます。
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4. [cSplitter]コンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

この使⽤例では、メッセージをXMLファイルの各personノードでサブメッセージに分割します。
そのためには、[Language] (⾔語)リストからXPathを選択し、[Expression] (式)フィールド
に、"/people/person")と⼊⼒します。

5. [cSetHeader]コンポーネント(この例ではSet_file_name)をダブルクリックし、[Component]
(コンポーネント)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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6. [+]をクリックして[Headers] (ヘッダー)テーブルに⾏を追加します。

[Name] (名前)フィールドに、メッセージに付けるヘッダーの名前を⼊⼒します。

ここでは、受け取った各メッセージにファイル名を定義するため、ヘッダー名
に"CamelFileName"と⼊⼒します。

[Language] (⾔語)フィールドで[Bean]を選択し、[Value] (値)フィールドに定義済みのJava
Beanの名前(今回はbeans.setFileNames.class)を⼊⼒します。

7. cProcessorコンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タブ
の[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。必要な情報がコンソールに表⽰されるように
コードをカスタマイズします。

この使⽤例では、受信側エンドポイントにルーティングされた各メッセージのファイル名を表⽰
するため、次のようにコードをカスタマイズします。

System.out.println("File received: "+ 
exchange.getIn().getHeader("CamelFileName"));

8. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。

コードの確認およびルートの実⾏

1. デザインワークスペースの下の[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを表⽰しま
す。
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コードが⽰すように、メッセージルートがfromの1つのエンドポイントから.toの別のエンドポ
イントへと構築されます。ルーティング中にソースメッセージはcSplitter_1の条件xpath("/

people/person")によって分割され、各サブメッセージにCamelFileNameという名前のヘッダー
が与えられます(CamelFileNameの値は.method(beans.setFileNames.class)によって返されま
す)。

2. [Run] (実⾏)タブをクリックして開き、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を開始
します。F6を押して実⾏することもできます。

結果:ソースファイルメッセージは複数のサブメッセージに分割され、各サブメッセージはそれ
が含む都市名に基づいて名称変更され、受信側エンドポイントにルーティングされます。

関連シナリオ
他のシナリオは、次のセクションを参照してください。

「シナリオ:cTalendJobを使用してDIジョブを呼び出す」

「シナリオ1:一連のエンドポイントにメッセージを連続してルーティングする」

「シナリオ2:一連のエンドポイントに各メッセージを条件に基づいてルーティングする」
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