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データサービスを作成する方法

データサービスを作成する方法

Talend Studioの統合パースペクティブを使ってデータサービスを作成するには、データサービス
ジョブを設計する必要があります。このデータサービスジョブは、データ統合処理に必要なさま
ざまなソースやターゲットすべてに対応しており、Webサービスを使用してデータ統合処理を行
います。

Talend Studioの統合パースペクティブでは、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで定義され
たWWHPからデータサービスジョブを作成するために役立つ[Services] (サービス)アイテムが提供
されています。

次のセクションでは、WSDLファイルとデータサービスジョブを作成し、Webサービスを提供し利
用する方法を示します。

シナリオの理解
Talend StudioでWebサービスを使用してデータ統合を行う方法を説明するために、以下に実際に起
こり得るサンプルシナリオを示します。このシナリオでは、WSDLファイルを作成して空港のWe
bサービスを定義します。このWebサービスに要求を送信して国コードを取得し、Webサービスか
らの応答を取得して、それを活用します。この場合、2つのデータサービスジョブを作成する必要
があります。

• 1つのジョブは、WSDLを介してWebサービスへのアクセスを可能にし、要求を送信して、応答
を取得するものです。これはデータサービスプロバイダーとなります。

• もう1つのジョブは、Webサービスを要求するために実際にデータを送信するものです。これ
はデータサービスコンシューマーとなります。

Webサービスの定義
[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Services] (サービス)アイテムから、WSDLファイルを作成
して、または既存のWSDLファイルをエクスポートして、目的のWeサービスを定義できます。

このシナリオでは、新規WSDLファイルを作成して、空港のWebサービスを定義します。

WSDLファイルを最初から作成する方法の詳細は、https://help.talend.comで『Talend Studioユー
ザーガイド』の「サービスを作成する方法」と「WWHPファイルを編集する方法」を参照してくだ
さい。

手順

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Services] (サービス)ノードを右クリックして、コ
ンテキストメニューから[Create Service] (サービスの作成)を選択します。
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データサービスを作成する方法

2. ポップアップウィザードで、必要なフィールドに情報を入力します。このシナリオで
は、[Name] (名前)フィールドに、「airport」と入力します。[Next] (次へ)をクリックし、次の
手順に進みます。

3. [Create new WSDL] (WSDLの新規作成)オプションを選択します。
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データサービスを作成する方法

4. [Finish] (終了)をクリックし、この作成を確定します。
デザインワークスペースにサービスが開いて、WSDLの基本スケルトンが示されます。これに
は1つのサービス、1つのバインド、1つの操作の1つのポートタイプが含まれます。

5. WSDLスケルトンで[airportPort]ポートを右クリックし、[Show properties] (プロパティの表示)を
選択します。[Properties] (プロパティ)ビューの[Name] (名前)フィールドで、名前を定義しま
す。例、airportSoap。[Address] (アドレス)フィールドで、サービスをパブリッシュするアドレ
スを指定します。例: http://localhost:8200/airport.service。
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データサービスを作成する方法

6. WSDLスケルトンのバインドをクリックします。[Properties] (プロパティ)ビューで、バインド
の名前を定義します。例、airportSoap。

7. WSDLスケルトンのポートタイプとしてairportPortTypeをクリックします。[Properties] (プロパ
ティ)ビューで、ポートタイプの名前を定義します。例、airportSoap。

8. WSDLスケルトンの操作としてairportOperationをクリックします。[Properties] (プロパ
ティ)ビューで、名前をgetAirportInformationByISOCountryCodeに設定します。

9. WSDLファイルを保存します。このファイルを使って、Webサービスを構築します。
[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Services] (サービス)ノードの下に、作成したばかり
のWebサービスが表示され、[!]アイコンが付加されています。[!]アイコンは、定義済みのこ
のWebサービスがまだ使用されていないことを意味します。
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データサービスを作成する方法

10. [Services] (サービス)ノードの下にあるairport 0.1を右クリックし、[Import WSDL
Schemas](WSDLスキーマのインポート)を選択します。
このオプションでは、[Metadata] (メタデータ) > [File xml] (XMLファイル)の下で、WSDLメタ
データがサービスから[Repository] (リポジトリ)にインポートされます。これにより、サービ
スおよびその他のコンポーネントの間でオペレーションの詳細を共有することができます。

データサービスプロバイダーの作成
このシナリオでは、データサービスプロバイダーでtESBProviderRequestコンポーネント
とtESBProviderResponseコンポーネントを使って、空港のWebサービスへのアクセスを可能に
し、tXMLMapコンポーネントを使って、MySQLデータベースから提供される空港のデータを
要求・応答呼び出しメインフローに結合して、パブリッシュします。データベースのデータ
はtMysqlInputコンポーネントによりロードされます。

データサービスプロバイダージョブの作成

手順

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Services] (サービス)ノードの下で、定義したばか
りの空港Webサービスの操作を右クリックし、コンテキストメニューから[Assign Job] (ジョ
ブの割り当て)を選択します。このシナリオでは、この操作はgetAirportInformationByISOCo
untryCodeです。

2. [Assign Job] (ジョブの割り当て)ウィザードが開きます。[Create a new Job and Assign it to this
Service] (新規ジョブをサービスに割り当て)を選択し、[Next] (次へ)をクリックします。

3. ウィザードの[New Job] (新規ジョブ)ビューで、作成するジョブに自動的に名前が付いているた
め、[Finish] (終了)をクリックします。ワークスペースでジョブのドラフトが開きます。
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コンポーネントをドロップしリンクさせる

ジョブのドラフトでは、tESBProviderRequestとtESBProviderResponseがすでに選択され設定され
ています。tESBProviderRequestにより、指定したWebサービスに要求が送信され、tESBProviderRe
sponseにより、その要求への応答が返されます。これらのコンポーネントは、[Palette] (パレッ
ト)の[ESB]グループにあります。

手順

1. tESBProviderRequestを右クリックし、それをクリックしたままtESBProviderResponseにドラッ
グし、この2つのコンポーネントをリンクします。

2. [Palette] (パレット)からtXMLMapを行リンクの中央にドロップし、ポップアップウィンドウ
で出力リンクに名前を付けます。サンプル: airport_response。これはtXMLMapのマップエディ
ターの出力テーブルの名前としても使用されます。

データサービスプロバイダーのジョブは次の図のようになります。

赤いxアイコンにより、tXMLMapコンポーネントの設定が求められます。
3. [Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Db Connections] (DB接続)ノードから、空港データへ

の接続(このサンプルの場合は、airportデータベーステーブル)をワークスペースにドロップし
ます。[Components] (コンポーネント)ウィザードが開きます。
[Repository] (リポジトリ)にデータベース接続を作成する方法は、https://help.talend.comで
『Talend Studioユーザーガイド』の「データベースメタデータの一元管理」を参照してくださ
い。

4. ウィザードでtMysqlInputをダブルクリックし、ワークスペースで該当するコンポーネントを
作成して、それをtXMLMapにリンクします。

タスクの結果

このシナリオでは、空港データは、空港名と該当する国コードで構成されます。次の表は、使用
中のデータベーステーブルを示しています。

ここまでは、tXMLMap以外のコンポーネントは自動的に設定されていたため、tXMLMapをのみを
設定する必要がありました。
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データサービスを作成する方法

tXMLMapの設定

手順

1. デザインワークスペースでtXMLMapをダブルクリックし、エディターを開きます。この時点の
エディターは次のような状態です。

2. 入力フロー側(左)のメインの行テーブルでpayloadという名前のカラムを右クリックし、コ
ンテキストメニューから[Import from Repository] (リポジトリーからインポート)を選択しま
す。[Metadatas] (メタデータ)ウィザードが開きます。
XMLツリーの作成方法の詳細は、https://help.talend.comで『Talend Studioユーザーガイド』の
「ドキュメントタイプを使用したXMLツリーの作成」を参照してください。

3. このウィザードで[File XML] (XMLファイル)ノードを展開し、リクエスト側のスキーマを
選択し、[OK]をクリックして選択を確定します。この例では、スキーマはgetAirportInfo
rmationByISOCountryCodeです。
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データサービスを作成する方法

4. 同じ手順を実行して、応答側(右)の階層スキーマをインポートします。この例では、スキーマ
はgetAirportInformationByISOCountryCodeResponseです。

5. 次に、ルックアップデータへの結合を作成するために、入力フロー側(左)のメインの行テーブ
ルでCountryAbbrviationノードをクリックし、それをクリックしたまま、ルックアップフロー
のExp.keyカラムにドロップします。これはid行に対応するものです。

6. ルックアップフローを表すテーブルで右上のレンチアイコンをクリックし、設定パネルを開き
ます。

7. [Lookup Model] (ルックアップモデル)を[Reload at each row] (行ごとにリロード)に設定
し、[Match Model] (一致モデル)を[All matches] (全て一致)に設定し、[Join Model] (結合モデ
ル)を[Inner join] (内部結合)に設定します。

[Lookup Model] (ルックアップモデル)の詳細は、https://help.talend.comで『Talend Studioユー
ザーガイド』の「ルックアップの処理」を参照してください。
[Match Model] (一致モデル)の詳細は、https://help.talend.comで『Talend Studioユーザーガイ
ド』の「明示的結合の使用方法」を参照してください。
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データサービスを作成する方法

[Join Model] (結合モデル)の詳細は、https://help.talend.comで『Talend Studioユーザーガイド』
の「内部結合の使用方法」を参照してください。
Talendのテクニカルコミュニティサイトでは、この結合に関する手順を追ったチュート
リアルを利用できます。詳細は、http://talendforge.org/tutorials/tutorial.php?language=e
nglish&idTuto=101を参照してください。

8. 同じ手順を繰り返して、出力側(右)の設定パネルを開き、[All in one] (一度に1つの応答)オプ
ションを[true] (真)に設定します。これにより、1つの要求が送信されると1つの応答のみが返
されます。この設定を行わないと、所定のデータベースの空港データは複数の空港のデータを
提供する場合があり、1つの要求として送信した国コードに対して複数の応答が返されること
があります。
[All in one] (オールインワン)の詳細は、https://help.talend.comで『Talend Studioユーザーガイ
ド』の「エレメントを1つのドキュメントに出力する方法」を参照してください。

9. ルックアップフロー(左)で名前の行をクリックし、それをクリックしたまま[Expression] (式)カ
ラムにドロップします。これは出力フロー(このサンプルではairport_response)のXMLツリー
ビューのtns:getAirportInformationByISOCountryCodeResultノードに対応します。

tXMLMapエディターは次の図のようになります。
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データサービスを作成する方法

注:

実際には、ルックアップに階層データも追加できます。

10. [OK]をクリックしてエディターを閉じ、この設定を有効にします。

プロバイダージョブの実行

このタスクについて

これでコンポーネントが設定されたため、ジョブを実行できます。

この操作を行うには、以下のようにします:
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データサービスを作成する方法

手順

F6を押してこのジョブを実行します。実行が開始すると、[Run] (実行)ビューが開いて、実行結果
を確認できます。

タスクの結果

データサービスプロバイダーのジョブが実行されると、[Kill] (強制終了)ボタンをクリックし
て停止するまで、Webサービスに送信されるすべての要求がリッスンされます。デフォルト
で、tESBProviderRequestの[Basic settings] (基本設定)ビューの[Keep listening] (リスニングの継
続)が自動的に選択されています。

次のタスク

次は、作成したばかりのデータサービスプロバイダーのジョブに実際の要求を送信するコンシ
ューマーのジョブを設定する必要があります。

データサービスコンシューマーの作成
コンシューマーを作成するには、最低でも次のコンポーネントが必要です。データフローの読み
取りを可能にする入力コンポーネント、階層ドキュメント(ESBのコンポーネントで予想される形
式)にフラットデータをマッピングするtXMLMap、該当するWebサービスを要求し、その結果を読
み込むtESBConsumerコンポーネント、およびジョブの実行結果を表示するtLogRowコンポーネン
トです。この特定のシナリオでは、tESBConsumerコンポーネントに国コードの要求を送信するた
めの入力コンポーネントとして、tFixedFlowInputを使用します。

データサービスコンシューマージョブの作成

手順

1. [Repository] (リポジトリー)ツリービューで[Job Designs] (ジョブデザイン)を右クリック
し、[Create Job] (ジョブの作成)を選択します。

2. 表示されるダイアログボックスでは、最初のフィールド[Name] (名前)のみが必須です。
「airportJob」と入力し、[Finish] (終了)をクリックします。メインウィンドウに空白のジョブが
開き、引き続き目的のジョブを作成できます。
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コンシューマーにコンポーネントをドロップしリンクさせる

手順

1. [Palette] (パレット)の[Misc] (その他)コンポーネントグループでtFixedFlowInputコンポーネント
をクリックします。次にデザインワークスペースの左側をクリックして、デザインエリアにこ
のコンポーネントを挿入します。

2. 同じ手順を使って、[Palette] (パレット)の各グループか
らtXMLMap、tESBConsumer、tLogRowのそれぞれのコンポーネントをドロップします。

3. 入力コンポーネントをマッパーにリンクするには、tFixedFlowInputを右クリックし、それをク
リックしたままtXMLMapにドロップします。

4. tXMLMapをtESBConsumerにリンクするには、tXMLMapを右クリックし、それをクリックした
ままtESBConsumerにドラッグします。ポップアップウィンドウが開いたら、出力行リンクに
付ける名前を入力します。例: request。次に、tESBConsumerからスキーマを取得するように指
示するプロパゲーションを受け入れます。

5. [Response]行リンクを使って、tESBConsumerコンポーネントをtLogRowにリンクします。

データサービスコンシューマーのジョブは次の図のようになります。

タスクの結果

次に各コンポーネントを設定する必要があります。

tFixedflowInputコンポーネントの設定

手順

1. tFixedFlowInputをダブルクリックし、その[Component] (コンポーネント)ビューを開きます。
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2. [Edit schema] (スキーマの編集)フィールドのとなりの[...]ボタンをクリックし、[Schema] (ス
キーマ)を開きます。

3. [+]ボタンを1回クリックし、スキーマに1つのカラムを追加し、country_codeと名前を付けま
す。[Type] (タイプ)フィールドはstringのままにしておきます。

4. [OK]をクリックして、このスキーマを確定します。tFixedFlowInputのBasic Settings (基本設
定)の[Mode] (モード)エリアで、[Use Single Table] (シングルテーブルの使用)が有効なオプショ
ンになり、[Values] (値)テーブルにcountry_code行が自動的に追加されています。

5. [Values] (値)テーブルの[Values] (値)カラムで、引用符の中にCNと入力します。

tXMLMapコンポーネントの設定

手順

1. tXMLMapをダブルクリックし、[Map Editor] (マップエディター)を開きます。
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2. 要求に対するWSDLスキーマをインポートするには、データサービスプロバイダーを作成し
たときと同じ手順を実行します。この例では、要求スキーマはgetAirportInformationByISOCo
untryCodeです。詳細は、tXMLMapの設定（10ページ）を参照してください。

3. 入力側(左)のメインフローテーブルでcountry_codeをクリックし、それをクリックし
たまま[Expression] (式)カラムにドロップします。これは出力側(右)のXMLツリービュー
のtns:CountryAbbrviationノードに対応します。

注:  実際には、tXMLMapを使って階層データの非常に複雑な変換を処理できます。

tXMLMapの使用可能な全機能については、https://help.talend.comで『Talend Studioユーザー
ガイド』の「tXMLMapオペレーション」を参照してください。

4. [OK]をクリックして、この設定を有効にします。

tESBConsumerコンポーネントの設定

手順

1. tESBConsumerコンポーネントをダブルクリックし、その[Component] (コンポーネント)ビュー
を開きます。
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2. [Service configuration] (サービス設定)フィールドの横にある[...]ボタンをクリックし、WSDLエ
ディターを開きます。

3. エディターで、提供されるWSDLファイルを参照して探します。[Port Name] (ポート名)フィー
ルドと[Operation] (操作)フィールドには、Webサービスで利用可能なポートとメソッドが自動
的に入力されます。

4. [Port Name] (ポート名)フィールドでairportSoapを選択し、[Operation] (オペレーション)フィー
ルでgetAirportInformationByISOCountryCodeを選択します。

5. [OK]をクリックして、設定を有効にします。
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tLogRowコンポーネントにより、前のコンポーネントからスキーマが自動的に取得されます。
取得されない場合は、コンポーネントをダブルクリックし、その[Component] (コンポーネン
ト)ビューの[Sync columns] (カラムの同期)ボタンをクリックします。

コンシューマージョブの実行

手順

ジョブを実行するには[F6]を押します。

ジョブが実行されると、[Run] (実行)ビューが自動的に開き、実行結果を確認できます。

タスクの結果

ジョブはコンシューマーに1つの国コード要求を送信し、プロバイダーのジョブを通じてWebサー
ビスを要求します。応答は、tESBProviderResponseコンポーネントとtESBConsumerコンポーネン
トで同時に取得されます。

プロバイダーのジョブが要求を受信しても、そのジョブは停止せず、新しい要求のリスニングを
続けます。
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データサービスを使ってルートを作成する方法

このセクションでは、前のセクションで作成したデータサービスを使ってルートを作成する方法
を説明しています。

このシナリオでは、作成したばかりのWebサービスを使ってルートを定義します。次にこの
Webサービスに要求を送信し、Webサービスから応答を取得して、それをさらに活用できます。

Apache ActiveMQサーバーの起動
データを送信してWebサービスを要求するには、メッセージングブローカーとして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、https://help.talend.com/access/sources/
content/topic?pageid=install_activemq&EnrichVersion=7.3&afs:lang=enおよびApache Webサイト
のhttp://activemq.apache.org/index.htmlを参照してください。

ルートの作成
ルートを作成するために必要なのは、メッセージの処理のために接続ファクトリを指定す
るcJMSConnectionFactoryコンポーネント、2つのcJMSコンポーネント(1つは1つのキューか
らJMSメッセージを読み取り、Webサービスに要求を送信するもの、もう1つはWebサービスから
応答を取得して別のキューに保存するもの)、Webサービスに接続するためのcSOAPコンポーネン
トです。

手順

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Route] (ルート)ノードを右クリックし、コンテキ
ストメニューから[Create Route] (ルートの作成)を選択します。

2. ポップアップウィザードで、必要なフィールドに情報を入力します。このシナリオでは、[N
ame] (名前)フィールドに、「airportRoute」と入力し、[Finish] (終了)をクリックします。デザ
インワークスペースにルートが開きます。

ルートにコンポーネントをドロップしリンクさせる
手順

1. [Palette] (パレット)から、cMQConnectionFactory、cSOAP、cProcessor、2つのcJMS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. ロールが明確に理解できるようにコンポーネントにラベルを付け、次に示すように[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。
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コンポーネントを設定する
このタスクについて

コンポーネントがリンクされたため、プロパティが定義されているはずです。

cTimerにはStarter、cSetBodyにはSet_message_body、cLogにはLogMessagesのように、
ロールを推測できるラベルをコンポーネントに付けます。

注:

それぞれのコンポーネントには、ルート内でのそのロールがわかりやすいように、一意の名
前のラベルを付けることが推奨されています。これは、cSOAPなど、一部のコンポーネントの
コードを生成する際にとりわけ便利です。詳細は、Talend Help Centerの『Talend ESB Mediation
Components』のドキュメンテーションを参照してください。

手順

1. cTimer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、メッセージ交換を1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. cSetBody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)フィールドにメッセー
ジボディとして"Hello World!"と入力します。
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5. メッセージ交換をログする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。

ルートを実行してデータサービスを実装する
手順

1. [Run] (実行)ビュー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。

ルートが正常に実行されました。
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2. ActiveMQ Webコンソールに切り替えます。入力側のキューがすでに作成されています。

3. 入力側のキューに次に示すメッセージの本文を入力し、メッセージを送信します。

4. ルートデザイナーで、メッセージペイロードがWebサービスに送信されたことを確認できま
す。設定したように、Webサービスが呼び出され、応答が別のキューのOUTに送信されていま
す。

キューのメッセージの本文がコンソールに出力されます。
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ActiveMQ WebコンソールからOUTキューを確認することもできます。次のように1つのメッ
セージがあります。
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soapUIプロジェクトを作成して、データサービスを
テストする方法

前のセクションでは、コンシューマージョブを作成して、作成したWebサービスに要求を送信す
る方法を説明しました。このセクションでは、soapUIを使って、Webサービスへのテスト要求を
作成し、実行する方法を説明しています。SoapUIはhttp://www.soapui.org/からダウンロードでき
ます。

このシナリオでは、soapUIを使ってWebサービスに要求を送信し、予想される応答が取得できる
かどうかをテストします。そのためには、データを送信してWebサービスを要求するsoapUIプロ
ジェクトを作成する必要があります。

soapUIプロジェクトの作成
[soapUI Navigator] (soapUIナビゲーター)の[Projects] (プロジェクト)ノードで、soapUIプロジェクト
を作成してsoapUIテストを行えます。

このシナリオでは、soapUIプロジェクトを作成し、前のセクションで使用したWSDLファイルをそ
のプロジェクトに追加して、Webサービスにアクセスします。

手順

1. soapUI GUIの左側にあるツリーストラクチャーになった[soapUI Navigator] (soapUIナビゲー
ター)で、[Projects] (プロジェクト)ノードを右クリックし、[New soapUI Project] (新規soapUIプ
ロジェクト)を選択します。

2. [New soapUI project] (新規soapUIプロジェクト)ウィザードが開きます。[Name] (名前)フィー
ルドにプロジェクト名を入力します。このユースケースではairportなど。[Initial WSDL/WADL]
(最初のWSDL/WADL)フィールドで、[Browse...] (参照...)をクリックして、既存のWSDLファ
イルであるairport_0.1.wsdl選択します。その他のオプションはデフォルト設定のままにし
て、[OK]をクリックします。
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3. ナビゲーターに新規プロジェクトが表示され、WSDLがそのプロジェクトに追加されていま
す。サンプル要求のRequest1がgetAirportInformationByISOCountryCode操作のために作成されて
います。

4. Request1をダブルクリックして、ナビゲーターの右側でコードエディターを開きま
す。WebサービスのURLがアドレスバーに表示され、サンプル要求のRequest1が要求パネルに
表示されます。「?」は、この操作に入力パラメーターのair:CountryAbbrviationが必要なことを
示しています。応答パネルは空白です。
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5.
?をCNに置き換え、 アイコンをクリックして、指定したエンドポイントURLに要求を送信し
ます。

6. 送信した要求の応答が、応答パネルに表示されます。

タスクの結果

データサービスプロバイダーのジョブで設定したように、国コードのCNに対応する空港名
はBeijing CapitalとShanghai Hongqiaoです。このように予想した応答が得られました。これは、We
bサービスが正常に実装されたことを意味します。
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データ統合ジョブと通信するルート

このセクションでは、ルートのパレットに含まれていないCamelコンポーネントの使用方法、およ
びジョブとルートを接続するソケットの使用方法に関するシナリオを説明しています。

このシナリオでは、データ統合ジョブを作成します。このジョブは、1つのソケットポートから
メッセージをリッスンし、別のポートにメッセージを送信します。次に、ルートを作成します。
このルートは、テストメッセージをリスニングポートに送信し、受信および発信ポートのメッ
セージの交換をログに記録します。

データ統合ジョブを作成する
手順

1. Talend Studioの統合パースペクティブでジョブを作成し、デザインワークスペースでそのジョ
ブを開きます。
ジョブの作成方法は、https://help.talend.comで『Talend Studioユーザーガイド』の「ジョブの
作成」を参照してください。

2. [Palette] (パレット)からtSocketInput、tSocketOutput、tLogRow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。[Row] (行) > [Main] (メイン)接続を使って、こ
れらのコンポーネントをリンクさせます。

3. tSocketInput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. [Port] (ポート)フィールドでリスニングポート番号を定義します。たとえば、8900にします。
デフォルトでローカルホストサーバーが使用されます。[Timeout] (タイムアウト)フィールドの
時間(秒)を30000に設定します。これはジョブがタイムアウトする時間です。

5. tSocketOutput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. 上に示すように、データの送信先の[Host] (ホスト)のIPアドレスを定義し、[Port] (ポート)にそ
のポート番号を入力します。

7. tLogRowコンポーネントによりデータ処理が監視されるため、設定する必要はありません。
8. [Ctrl]+[S]を押し、ジョブを保存します。

ジョブと通信するためのルートを作成する
手順

1. ルートを作成し、デザインワークスペースでそのルートを開きます。
ルートの作成方法の詳細は、https://help.talend.comで『Talend Studioユーザーガイド』の
「ルートを作成する方法」を参照してください。

2. [Palette] (パレット)から1つのcSetBodyコンポーネント、5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。ロールを推測できるラベルを
コンポーネントに付け、[Row] (行) > [Main] (メイン)接続を使って、これらのコンポーネントを
リンクさせます。
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受信側サブルートを設定する
手順

1. testMina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、コード"timer:testOneWayMina?delay=1000&period=2000"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。この場合、各メッセージ
は2秒間に1秒遅れで配信されます。

3. initializeRequest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)リストボックスで[Constant] (定数)を選択し、[Expression] (式)フィールド
に"test message\n"と入力します。

5. logRequest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. URIフィールドに"log:jobSocketIn"と入力します。ここに、受信メッセージの交換が記録
されます。

7. jobSocketIn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[Advanced settings] (詳細設定)ビューを開きます。

8. このユースケースでは、Camelコンポーネントのcamel-minaをトランスポートとして使用
します。このコンポーネントを使用するには、[Dependencies] (依存性)リストの下部にあ
る をクリックして行を追加し、ドロップダウンリストからminaを選択します。Minaの詳細
は、http://camel.apache.org/mina.htmlを参照してください。
または、cConfigコンポーネントを使って、MINAのライブラリをcConfigコンポーネント
の[Dependencies] (依存性)リストに追加することができます。そのためには、[Dependencies]
(依存性)リストの下部にある をクリックし、行を追加します。この行を選択し、その最後に
ある[...]ボタンをクリックして、[Select Module] (モジュールの選択)ウィザードを開きます。

31

http://camel.apache.org/mina.html


データ統合ジョブと通信するルート

内部モジュールからcamel-mina-alldep-2.9.2.jarを選択し、[OK]をクリックし
て、[Dependencies] (依存性)リストにこれを追加します。

9. jobSocketInコンポーネントの[Component] (コンポーネント)タブで、[Basic settings] (基本
設定)をクリックします。URIフィールドに"mina:tcp://localhost:" + 8900 + "?

textline=true&sync=false"と入力し、ポート番号8900のTCPサービスのMinaエンドポイ
ントにInOnlyモードのテキスト行としてメッセージを送信します。
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発信側サブルート設定する
手順

1. jobSocketOut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フィールドに発信ソケットポートの"mina:tcp://localhost:" + 8901 + "?

textline=true&sync=false"を入力します。
3. logResponse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"log:jobSocketOut"と入力します。ここに、発信メッセージの交換が記
録されます。

5. [Ctrl] + [S]を押してジョブを保存します。

コードを表示してルートとジョブを実行する
手順

1. デザインワークスペースの下部の[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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上記に示すように、testMinaからのメッセージフローは、cSetBodyによりペイロード
が付加され、logRequestとjobSocketInに送信されます。もう1つのメッセージフロー
は、jobSocketOutからlogResponseに送信されます。

2. F6を押してルートを実行し、同様にジョブを実行します。ルートは、ジョブが開始するまで、
定義されたポートへの接続を試みます。

受信ポートおよび発信ポートのメッセージの変更ログが、ルートの実行コンソールに出力され
ます。

ジョブの側でも、処理されたメッセージがコンソールに表示されます。
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接続プーリングを使用するルート

Talend Studioは、ESBデータサービスとルートベースジョブを組み合わせることで、Oracle、My
SQL、および一般的なJDBCデータベースコンポーネントの接続プーリングをサポートします。
このセクションでは、ジョブの接続プーリングとtRouteInputコンポーネントの使用について説
明します。このコンポーネントは、cTalendJobコンポーネントを使用してルートから開始できま
す。ESBデータサービスでも、同様のユースケースおよび設定を使用できます。

例として、ここではMySQLデータベースコンポーネントを使用します。すべてのOracleおよび一般
的なJDBCコンポーネントで、同じ使い方ができます。

Talend Runtimeでのデータソースの設定
Talend Runtimeでデータソースを使用するには、コンテナにMySQLドライバーをインストールし
て、データソース設定ファイルを設定する必要があります。

そのためには、最初にTalend Runtimeコンテナを開始します。Talend ESB Runtimeのインストール
方法およびTalend Runtimeコンテナの実行方法の詳細は、https://help.talend.com/access/sources/
content/topic?pageid=install_runtime&EnrichVersion=7.3&afs:lang=enおよびhttps://help.talend.com/
access/sources/content/topic?pageid=running_esb_container&EnrichVersion=7.3&afs:lang=enを参照
してください。

MySQLドライバーをコンテナにインストールする

Talend Open Studio for ESBパッケージは、Derbyデータベース専用のJDBCドライバーを提供し
ます。MySQLデータベースを使用するには、データソースをインストールする前に、対応す
るJDBCドライバーを明示的にコンテナにインストールする必要があります。MySQLドライバー
は、公開Mavenリポジトリーからインストールできます。

手順

Talend Runtimeコンテナで以下のコマンドを実行します(必要に応じて、データベースのバージョ
ン番号を変更してください)。

bundle:install mvn:mysql/mysql-connector-java/5.1.18

H2、Oracle、DB2、SQLServer、およびPostgreSQL JDBCドライバーをコンテナにインストールする
方法の詳細は、『Talend ESBインフラストラクチャサービス設定ガイド』のデータソースのインス
トールに関するセクションを参照してください。
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データソース設定ファイルを設定する

手順

1. <TalendRuntimePath>/add-ons/datasources/dataserviceフォルダー内
のMySQLデータベース設定ファイルdatasource-mysql.xmlに、データベース接続情報を設
定します。

<bean id="mysqlDataSource" class="com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.
MysqlConnectionPoolDataSource">
    <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/root"/>
    <property name="user" value="root"/>
    <property name="password" value=""/>
</bean>

<bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.datasources.
SharedPoolDataSource" destroy-method="close">
    <property name="connectionPoolDataSource" ref="mysqlDataSource"/>
    <property name="maxActive" value="20"/>
    <property name="maxIdle" value="5"/>
    <property name="maxWait" value="-1"/>
</bean>

<service ref="dataSource" interface="javax.sql.DataSource">
    <service-properties>
         <entry key="osgi.jndi.service.name" value="jdbc/sample"/>
    </service-properties>
</service>

2. この設定ファイルをTalend Runtimeコンテナディレクトリー内のデプロイフォルダーにコピー
します。Studioでジョブを設定する際には、MySQLデータベースコンポーネントでデータソー
スのエイリアスjdbc/sampleが使用されます。これは必要に応じて変更することができます
。

データ統合ジョブを作成する
このセクションでは、データ統合ジョブを作成して、データをMySQLデータベースに挿入しま
す。

コンポーネントの追加とリンク

手順

1. パレットから、tPrejob、tMysqlConnecti
on、tRouteInput、tMap、tLogRow、tMysqlOuput、tPostjob、tMysqlCloseの各コンポーネント
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。[Row] (行) > [Main] (メイン)接続
を使って、これらのコンポーネントをリンクさせます。
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2. [Trigger] (トリガー) > [On Component Ok] (コンポーネントがOKの場合)接続を使用し
て、tPrejobコンポーネントとtMysqlConnectionコンポーネントをリンクさせ、プレジョブをビ
ルドします。

3. [Row] (行) > [Main] (メイン)接続を使用して、tRouteInputコンポーネントをtMapコンポーネン
トにリンクさせます。

4. [Row] (行) > [New Output (Main)] (新規出力(メイン))接続を使用して、tMapコンポーネント
をtLogRowコンポーネントに接続し、出力接続にrow2と名前を付けます。

5. [Row] (行) > [Main] (メイン)接続を使用して、tLogRowコンポーネントをtMysqlOuputコンポー
ネントにリンクさせます。

6. [Trigger] (トリガー) > [On Component Ok] (コンポーネントがOKの場合)接続を使用し
て、tPostjobコンポーネントをtMysqlCloseコンポーネントにリンクさせ、ポストジョブをビル
ドします。

警告:

前述のルートとジョブの例で示したポストジョブでのtMysqlCloseの使用は、tESBProviderRe
quest、tESBProviderResponse、tESBProviderFault、またはtRestRequestのコンポーネ
ントを含むデータサービスオペレーションジョブでは無効です。このようなジョブで
は、tMySQLCloseのような接続終了コンポーネントを使用することはお勧めしません。デー
タソースの接続の終了は、tESBProvider*コンポーネントおよびtRestRequestコンポーネント
で直接実装されます。
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プレジョブを設定する

プレジョブでは、コンポーネントに設定されるパラメーターまたはプロパティはありません。メ
インジョブを実行する前に、MySQLデータベースへの接続の初期化を行うのみです。そのため、
必要な設定はすべて、tMysqlConnectionコンポーネントで行われます。

手順

1. tMysqlConnection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. データベース接続情報として、データベースサーバーのホスト名またはIPアドレス、リスニン
グポート番号、データベース名、データベース認証用ユーザー名とパスワードを、それぞれ該
当するフィールドに設定します。
これらの接続パラメーターは、Studioでルートを実行してこのジョブを呼び出す際に使用され
ます。Talend Runtimeでルートおよびジョブをデプロイする場合、これらのパラメーターを空
のままにして、次の手順に直接進んでください。

3. [Specify a data source alias] (データソースのエイリアスの指定)チェックボックスをオンにして、
データソースのエイリアスを入力します。これは、Talend Runtimeのデータソース設定ファイ
ルで設定されています。

4. [Advanced Settings] (詳細設計)タブで、[Auto Commit] (自動コミット)チェックボックスをオン
にして、トランザクション発生時にデータベースへの変更を自動的にコミットします。
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メインジョブを設定する

手順

1. tRouteInput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. [Edit Schema] (スキーマの編集)の横にある[...]をクリックします。スキーマダイアログボック
スで、[+]ボタンをクリックしてString型の行を新規追加して、bodyという名前を付けます。こ
のカラムの長さを50に設定します。[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

3. bodyエレメントの[Simple Expression] (簡単な式)カラムに"${in.body}"と入力して、ルート
から入力メッセージの本文が取得されるようにします。

4. tMapをダブルクリックしてtMapエディターを開きます。
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5. tMapエディターの右下にある[+]をクリックして出力テーブルにString型のカラムを追加し、そ
れにwelcomeTextという名前を付けます。このカラムの長さを50に設定します。

6. エディターの左上にあるbodyカラムを選択して、それを出力テーブルにドロップします。出
力テーブルの[Expression] (式)フィールドに、ウェルカムテキストとして+ " Talend!"を追加しま
す。終了したら[OK]をクリックして変更を確定し、エディターを閉じて変更を次のコンポーネ
ントにプロパゲートします。

7. tLogRowコンポーネントによりデータ処理が監視されるため、設定する必要はありません。
8. tMysqlOuput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. [Use an existing connection] (既存の接続を使用)チェックボックスをオンにして、[Component
List] (コンポーネントリスト)でtMysqlConnection_1を選択して、すでに設定されている接続
情報を再利用します。[Table] (テーブル)名前フィールドに、作成するテーブルの名前とし
てHelloと入力します。[Action on table] (テーブル操作)リストで[Drop table if exists and create]
(テーブルが存在する場合、削除してから作成)を選択して、データリストの[Action] (アクショ
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ン)で[Insert] (挿入)を選択します。[Sync columns] (カラムの同期)をクリックして、tMapで設定
されたスキーマを取得します。

ポストジョブの設定

ポストジョブでは、tPostjobコンポーネントに、設定するパラメーターまたはプロパティはありま
せん。データベース接続を閉じるのみです。

手順

1. tMysqlClose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. [Component List] (コンポーネントリスト)にはすでにtMysqlConnection_1と入力されています。
この設定を保持してCtrl+Sを押し、ジョブを保存します。

メッセージを送信してジョブを呼び出すルートを作成す
る
このセクションでは、メッセージを送信してジョブを呼び出すルートを作成します。

ルートの作成方法の詳細は、https://help.talend.comで『Talend Studioユーザーガイド』の「ルー
トを作成する方法」を参照してください。

コンポーネントをドロップしリンクさせる

手順

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&ドロップします。

2. [Row] (行) > [Route] (ルート)接続を使用して、上記のようにコンポーネントをリンクさせま
す。
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メディエーションコンポーネントを設定する

手順

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. 前述したように、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)
(1000)、[Repeat] (繰り返し回数) (1)、および[Delay] (遅延) (1000)フィールドにそれぞれ値を設
定します。

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)リストで[Constant] (定数)を選択し、[Expression] (式)フィールド
に"Hello"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。[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。

7. [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tmysql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tmysql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. [Ctrl] + [S]を押してジョブを保存します。

Studioでルートを実行する
ルートおよびジョブをTalend Runtimeにデプロイする前にテスト目的で、最初にStudio上でルート
を実行することができます。

手順

F6を押し、ルートを実行します。メッセージ交換のログが、ルートの実行コンソールに出力され
ます。

タスクの結果

MySQLデータベースに、Hello Talend!というデータを持つ1カラム構成のテーブルが作成されま
す。
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Runtimeへのルートのデプロイ
このシナリオでは、作成したルートをTalend Runtimeコンテナにデプロイします。

手順

1. 作成したルートを右クリックし、コンテキストメニューで[Build Route] (ルートのビルド)を選
択します。

2. [Build Route] (ルートのビルド)ウィザードで、[Browse] (参照)をクリックし、ルートを保存す
るディレクトリを選択して、[Finish] (終了)をクリックします。この場合、Talend Runtimeコン
テナディレクトリーのdeployフォルダーにルートを直接エクスポートします。それにより、
ルートが直ちに実行開始します。
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タスクの結果

ルートをcontainer/deployフォルダーにビルドしてルートを実行すると、tMysqlConnectionコ
ンポーネントがコンテナからsample/jdbcデータソースを検索します。データソースが存在す
る場合、実行時にこのデータソースから接続パラメーターを取得して、このパラメーターを使っ
てMySQLデータベースへの接続を確立します。
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ルートの単体テスト

単体テストは、プロフェッショナルなソフトウェア開発プロセスにおいて不可欠な部分です。こ
のセクションでは、Apache Camelテストフレームワークを使用してルートの単体テストを行う方
法を説明します。

ルートの作成
単体テストの例を示すために、最初にルートを作成します。このルートは、特定のディレクト
リーからファイルを読み取り、そのファイルのメッセージをフィルタリングします。

手順

1. [Palette] (パレット)からcFile、cConvertBodyTo、cMessageFilter、cMessagingEndpoint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. コンポーネントに、それぞれのロールがわかるようなラベルを付けます。[Row] (行) > [filter]
(フィルター)接続を使って、cMessageFilterコンポーネントとcMessagingEndpointコンポーネ
ントをリンクさせます。[Row] (行) > [Route] (ルート)接続を使って、前述するように他のコン
ポーネントをリンクさせます。

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。次に示すように設定し、ローカルファイルシステムからファイ
ルを読み取ります。

4. cConvertBodyTo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。次のように設定して、各ファイルのメッセー
ジの本文をString型に変換します。
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5. cMessageFilter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。次のように設定して、式に基づいてメッセー
ジの本文をフィルタリングします。

${body} contains 'bar'

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。次のように設定して、ルートの出力をログに
記録します。

7. [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。フィルター条
件に一致するデータがコンソールに表示されます。
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タスクの結果

ルートの作成方法の詳細は、https://help.talend.comで『Talend Studioユーザーガイド』の「ルー
トを作成する方法」を参照してください。

メディエーションコンポーネントのプロパティおよび使用方法の詳細は、Talend Help
CenterでTalend ESB Mediationコンポーネントに関するドキュメントを参照してください。

ルートをアーティファクトリポジトリにパブリッシュす
る
手順

1. [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[Publish] (パブリッシュ)を選択します。

2. [Publish into Artifact Repository] (アーティファクトリポジトリへパブリッシュ)ウィザードが開
きます。デフォルト設定をそのままにし、[Finish] (終了)をクリックして、アーティファクトリ
ポジトリにルートをパブリッシュします。
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タスクの結果

これで、アイテムをリポジトリでアーティファクトとして使用できます。

ルートのパブリッシュ方法の詳細は、https://help.talend.comで『Talend Studioユーザーガイド』
の「アーティファクトリポジトリへのパブリッシュ」を参照してください。

単体テスト用のMavenプロジェクトを作成する
単体テストは、別のプロジェクトとして作成します。Javaパースペクティブに切り替えて、単純
なMavenベースのプロジェクトを作成する必要があります。

Java パースペクティブへの切り替え方法の詳細は、https://help.talend.comで『Talend Studioユー
ザーガイド』の「GUI」を参照してください。

手順

1. [Package Explorer] (パッケージエクスプローラー)の空白の部分を右クリックし、コンテキスト
メニューで[New] (新規)>[Project...] (プロジェクト...)の順に選択します。
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2. [New Project] (新規プロジェクト)ウィザードが開きます。[Maven]ノードの下の[MavenProject]
(Mavenプロジェクト)を選択し、[Next] (次へ)をクリックします。

3. [Select project name and location] (プロジェクト名と場所の選択)ビューで、[Use default
Workspace location] (デフォルトのワークスペースの場所を使用する)オプションが選択されて
います。オプションをそのままにし、[Next] (次へ)をクリックします。
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4. [Select an Archetype] (アーキタイプの選択)ビューで、[GroupId] (グループID)フィールドで
はorg.apache.maven.archetypesが選択され、[ArtifactId] (アーティファクトID)フィールドで
はmaven-archetype-quickstartが選択されています。デフォルト設定をそのままにし、[Next] (次
へ)をクリックします。
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5. [Specify Archetype parameters] (アーキタイプパラメーターの選択)ビューで、[Group Id] (グ
ループID)フィールドにorg.talendと入力し、[Artifact Id] (アーティファクトID)フィールド
にroute-unit-testと入力します。[Finish] (終了)をクリックします。プロジェクトが[Package
Explorer] (パッケージエクスプローラー)に表示されます。
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6. 作成したばかりのプロジェクトノードの下にあるpom.xmlファイルをダブルクリックし、デ
ザインワークスペースで開いたら、次のように編集します。

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org
/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/
xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>org.talend</groupId>
    <artifactId>route-unit-test</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>junit</groupId>
            <artifactId>junit</artifactId>
            <version>4.8.1</version>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.camel</groupId>
            <artifactId>camel-test</artifactId>
            <version>2.9.1</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.slf4j</groupId>
            <artifactId>slf4j-jdk14</artifactId>
            <version>1.6.1</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.talend.camel</groupId>
            <artifactId>systemRoutines</artifactId>
            <version>1.0.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.talend.camel</groupId>
            <artifactId>userRoutines</artifactId>
            <version>1.0.0</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.example</groupId>
            <artifactId>SimpleRoute</artifactId>
            <version>0.2.0-SNAPSHOT</version>
            <type>jar</type>
        </dependency>
    </dependencies>
    <repositories>
        <repository>
            <id>repo-snapshot</id>
            <name>Snapshots bundles</name>
            <url>http://tadmin:tadmin@localhost:8082/archiva/repository/repo-snaps
hot/</url>
            <snapshots>
                <enabled>true</enabled>
            </snapshots>
        </repository>
    </repositories>
</project>

前述したように、Mavenは、JunitとCamel単体テストフレームワーク、Talend ESBルートに必
要なユーティリティJARファイル、StudioでパブリッシュされたルートJARファイルに依存しま
す。

このユースケースでは、Talendアーティファクトリポジトリのルートを直接使用します。その
ため、リポジトリとしてpom.xmlファイルにルートを追加する必要があります。簡素化のた
め、ユーザー名とパスワードはリポジトリーURLに入っています。${Maven_HOME}/conf/

settings.xml内にも指定することができます。
7. pom.xmlファイルを保存します。
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ユーティリティJARファイルをローカルMavenリポジトリ
にパブリッシュする
コマンドラインコンソールを開いて、ユーティリティJARファイルをローカルMavenリポジトリに
デプロイします。

手順

1. 次のコマンドを実行し、システムルーチンをデプロイします: mvn install:install-file
-DgroupId=org.talend.camel -DartifactId=systemRoutines -Dversion=1.0.0
-Dfile=./src/ext/systemRoutines.jar -Dpackaging=jar -DgeneratePom=true

2. 次のコマンドを実行し、ユーザールーチンをデプロイします: mvn install:install-file
-DgroupId=org.talend.camel -DartifactId=userRoutines -Dversion=1.0.0 -
Dfile=./src/ext/userRoutines.jar -Dpackaging=jar -DgeneratePom=true

タスクの結果

これで、単体テストを行うために必要なすべての依存性が整いました。

JUnitテストを記述して実行する
手順

1. [Package Explorer] (パッケージエクスプローラー)でMavenプロジェクトのroute-unit-testを右ク
リックし、コンテキストメニューで[New] (新規) > [JUnit Test Case] (JUnitテストケース)の順に
選択します。
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2. [New JUnit Test Case] (新規JUnitテストケース)ウィザードが開きます。[New JUnit 3 test] (新
規JUnit 3テスト)を選択し、テストクラスの名前としてRouteTestSampleと入力します。[Finish]
(終了)をクリックします。
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3. デザインワークスペースにテストクラスが開きます。次のようにテストを記述します。

package org.talend.test;

import java.util.Map;

import org.apache.camel.CamelContext;
import org.apache.camel.EndpointInject;
import org.apache.camel.Produce;
import org.apache.camel.ProducerTemplate;
import org.apache.camel.builder.RouteBuilder;
import org.apache.camel.component.mock.MockEndpoint;
import org.apache.camel.test.junit4.CamelTestSupport;
import org.junit.Test;

import esbdemos.simpleroute_0_1.SimpleRoute;

public class RouteTestSample extends CamelTestSupport {
 @EndpointInject(uri = "mock:result")
 protected MockEndpoint resultEndpoint;
 @Produce(uri = "direct:start")
 protected ProducerTemplate template;
 private RouteBuilder builder;

 @Test
 public void testSendMatchingMessage() throws Exception {
  String expectedBody = "bar";
  resultEndpoint.expectedBodiesReceived(expectedBody);
  template.sendBody(expectedBody);
  resultEndpoint.assertIsSatisfied();
 }

 @Test
 public void testSendNotMatchingMessage() throws Exception {
  resultEndpoint.expectedMessageCount(0);
  template.sendBody("foo");
  resultEndpoint.assertIsSatisfied();
 }

 @Override
 protected CamelContext createCamelContext() throws Exception {
  SimpleRoute route = new SimpleRoute();
  // Setup the test aliases
  Map<String, String> uriProperties = route.getUriMap();
  uriProperties.put("start", "direct:start");
  uriProperties.put("end", "mock:result");
  route.loadCustomUriMap(uriProperties);
  // Build the route
  builder = route.Route(false);
  return builder.getContext();
 }

 @Override
 protected RouteBuilder createRouteBuilder() {
  return builder;
 }
}

上記のように、ルートをテストするためにCamelテストフレームワークを使用します。ここで
は、特別なmockエンドポイントを使って、単体テスト中に結果を抽出する必要があります。
けれども、作成したルートではそのようなmockエンドポイントを使用していません。通常
のfileコンポーネントとlogコンポーネントが使用されます。この解決策として、fileコンポーネ
ントとlogコンポーネントをdirect:startコンポーネントとmock:resultコンポーネントに置き換え
ます。49行から52行にMap<String,String>がありますが、これが、コンポーネント名をそ
のURIにマッピングし、startとendの値を置き換えます。こうすることでコンポーネントのモッ
クを作成して、分離した状態でルートをテストできます。

4. ツールバーの ボタンをクリックして、テストを実行します。
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ルートの単体テスト

テストは正常に実行されました。
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