
JRun

タグを呼び

ます。

<%@ tagli

オプシ ョ ン

sql、 getm
タグの sco
applicati

jrun:sql
囲まれた S
ベースの操

<jrun:sql
[id=”

SQL state
</jrun:sq
or
<jrun:sql

[id=”
[user

SQL state
</jrun:sq
or
<jrun:sql

url=”
[scop
[pass

sql state
</jrun:sq

i
クアップ )およびディ レク ト リ  サービスを実行

i action=”lookup|list|attribute”
”lookup/search name”
ider=”service provider classname”]
”service provider URL”]
object variable name”]
e=”scope”]/>

i action=”search”
”lookup/search name”
butes=”search attributes”
ider=”service provider classname”]
”service provider URL”]
object variable name”]
e=”scope”]/>

dMail
PI を使用して、 マルチパートの電子メールを送
複数のアドレスがサポート されます。

dmail host=”hostname” [port=”port”]
out=”3000|timeout in ms.]
r=”email address”
ient=”email addresses”
email address”] [bcc=”email address”]
ect=”email subject”]>
 with optional <mailparam ... />
ndmail>

dmail session=”JavaMail session”
r=”email address”
ient=”email addresses”
email address”] [bcc=”email address”]
ect=”email subject”]>
 with optional <mailparam/>
ndmail>

ilparam
タグと併用され、 メール ヘッダの追加または電
の添付を行います。

lparam name=”name” value=”value”/>

lparam attachurl=”attachment URL”/>

クイックイックイックイッ

カスタカスタカスタカスタ
タグタグタグタグ ライブラリライブラリライブラリライブラリ

出すには、 JSPページのはじめに次の行を挿入し

b uri=”jruntags” prefix=”jrun” %>

の属性のデフォルト値は太字太字太字太字です。

sg、 jndi、 getmail、 query2xml、 xslt、 param
pe の属性では、 page、 request、 session、 
on が設定可能値です。 

QL文を指定のデータ  ソースに送信して、 データ
作を実行します。

 connection=”java.sql.Connection”
query name”] [scope=”scope”]>
ment with optional <sqlparam/>
l>

 datasrc=”javax.sql.DataSource”
query name”] [scope=”scope”]
name=”user”] [password=”password”]>
ment with optional <sqlparam/>
l>

 driver=”JDBC driver class name”
JDBC url” [id=”query name”]
e=”scope”] [username=”user”]
word=”password”]>
ment with optional <sqlparam/>
l>

jrun:sqlparam
sql タグと併用する と、 SQL文がダイナミ ッ クに構築され
ます。

<jrun:sqlparam value=”SQL parameter”
[sqltype=”java.sql.Types]”
[scale=”#digits after decimal point]”/>

jrun:sendmsg
Java Messaging Service (JMS) を使用して、 非同期のテキス
ト  メ ッセージを送信します。

<jrun:sendmsg msgsrc=”queue connection factory”
queue=”queue name” [username=”user”]
[password=”password”]
[delivery=”PERSISTENT|NON_PERSISTENT”]
[priority=”4|integer”]
[expire=”never|time interval in ms.”]>

message body with optional <msgparam/>
</jrun:sendmsg>

jrun:msgparam
sendmsg to タグ と併用され、 メ ッセージのプロパティ を指
定します。

<jrun:msgparam name=”name” value=”value”/>

jrun:getmsg
囲まれた SQL-Select フ ィルタ文字列で指定されたキューか
ら JMS メ ッセージを取り込みます。

<jrun:getmsg msgsrc=”queue connection factory”
[username=”user”] [password=”password”]
[id=”variable name to hold the messages”]
[scope=”scope”]>

Select *|[property name,]+ from {queue} where 
{valid JMS message selector string}
</jrun:getmsg>

jrun:transaction
分散型ト ランザクシ ョ ンを実行します。 JRun で、 EJBおよ
び JTAサポートが使用可能になっている必要があ り ます。

<jrun:transaction>
<sql datasrc=”datasource name”>
sql statement
</sql>
...more <sql>, <sendmsg> or <getmsg> tags...

</jrun:transaction>

jrun:jnd
検索 (ルッ
します。

<jrun:jnd
name=
[prov
[url=
[id=”
[scop

or
<jrun:jnd

name=
attri
[prov
[url=
[id=”
[scop

jrun:sen
JavaMail A
信します。

<jrun:sen
[time
sende
recip
[cc=”
[subj

mail body
</jrun:se
or
<jrun:sen

sende
recip
[cc=”
[subj

mail body
</jrun:se

jrun:ma
sendmail
子メールへ

<jrun:mai
or
<jrun:mai
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jrun:get
囲まれた S
ら電子メー

<jrun:get
[time
usern
proto
to ho

Select *|
{search t
</jrun:ge
or
<jrun:get

usern
proto
to ho

Select *|
{search t
</jrun:ge

jrun:ser
Java サーブ

<jrun:ser
optional 
</jrun:se

jrun:ser
servlet タ
す。

<jrun:ser
value

jrun:qu
テーブル形

<jrun:que
[id=”
[type
[root
[rown

jrun:xsl
囲まれた X

<jrun:xsl
[id=”
[scop

xml input
</jrun:xs

 HTML 4.0 select attributes>
al html <option> tags...
lect>

am
ク リプ ト変数を定義します。

am id=”variable name” [scope=”scope”]
=”java.lang.Object|classname”]
ult=”default value”]/>

each
性で定義されたオブジェク トのコレクシ ョ ンを

ます。

each [item=”variable name”]
=”java.lang.Object[]|
util.Iterator|java.util.Enumeration|
.naming.NamingEnumeration”
=”java.lang.Object|classname”]>

reach>

each group=”java.sql.ResultSet”>

reach>

ッ クを条件分岐して実行します。

[expr=”true|boolean expression”]>

>

itch
埋め込まれた条件ブロ ッ ク実行を行います。

tch>
re <case> tags...
itch>

e
グ内で使用され、 コードブロ ッ クを条件分岐して

。

e [expr=”true|boolean expression”]>

se>

e Corporationの商標です。その他の商標は、各社の商標です。 
e Corporation. All rights reserved. 
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mail
QL Selectの検索文字列で指定されたフォルダか
ルメ ッセージを取り込みます。

mail host=”hostname” [port=”port”]
out=”3000|timeout in ms.]
ame=”user” password=”password”
col=”imap|pop3” id=”variable name
ld the messages” [scope=”scope”]>
[mail headers,]+ from {folder} where 
erms in JavaMail API}
tmail>

mail session=”JavaMail session”
ame=”user” password=”password”
col=”imap|pop3” id=”variable name
ld the messages” [scope=”scope”]>
[mail headers,]+ from {folder} where 
erms in JavaMail API}
tmail>

vlet
レッ ト を呼び出します。

vlet code=”servlet name”>
<servletparam/>
rvlet>

vletparam
グと併用され、 サーブレッ トの属性を指定しま

vletparam name=”name” 
=”attribute”/>

ery2xml
式データを XML書式に単純変換します。

ry2xml query=”database query”
variable name”] [scope=”scope”]
=”DOM|TEXT”]
name=”table|query tagname]
ame=”row|row tagname”]/>

t
ML入力を使用して XSL変換を実行します。 

t xsl=”URL to the stylesheet”
BufferedReader variable name”]
e=”scope”]>
...
lt>

URL から XML入力を取得して XSL変換を実行します。

<jrun:xslt xsl=”URL to the stylesheet”
[xml=”URL to the XML data”]
[id=”BufferedReader variable name”]
[scope=”scope”]/>

jrun:form
HTML 4.0 FORM タグの属性をサポート し、 ク ラ イアン ト側
で JavaScript フォームの有効性を確認します。

<jrun:form name=”html form name” action=”URL”
[onSubmit=”javascript function name”]
other html 4.0 form attributes>

...
optional <input> or <select>.
</jrun:form>

jrun:input
HTML 4.0 INPUT タグの属性をサポート し、 ク ラ イアン ト側
で JavaScript入力の有効性を確認します。

<jrun:input name=”name” [required=”true|false”]
[type=”text|checkbox|radio|password|
creditcard|date|eurodate|float|integer|
ssc|phone|time|zipcode”] [value=”value”]
[onError=”javascript function name”]
other html 4.0 input attributes/>

or
<jrun:input name=”name” [required=”true|false”]

[type=”control type”] [value=”value”]
[onError=”javascript function name”]
other html 4.0 input attributes/>

jrun:select
HTML 4.0 SELECT タグの属性をサポート し、 クエ リ または
ハッシュテーブルのデータをド ロ ップダウン  リ ス ト  ボッ ク
スに割り当てます。

<jrun:select name=”name” [size=”1|integer”]
hashtable=”java.util.Dictionary|Map”
[required=”true|false”] [selected=”value”]
[onError=”javascript function name”]
other HTML 4.0 select attributes>

...optional html <option> tags...
</jrun:select>
or
<jrun:select name=”name” [size=”1|integer”]

query=”query result” value=”value column”
[display=”display column”]
[required=”true|false”] [selected=”value”]
[onError=”javascript function name”]

other
...option
</jrun:se

jrun:par
JSP用のス

<jrun:par
[type
[defa

jrun:for
グループ属

ループ化し

<jrun:for
group
java.
javax
[type

...
</jrun:fo
or
<jrun:for
...
</jrun:fo

jrun:if
コードブロ

<jrun:if 
...
</jrun:if

jrun:sw
case タグに

<jrun:swi
one or mo
</jrun:sw

jrun:cas
switch タ
実行します

<jrun:cas
...
</jrun:ca
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