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はじめにはじめにはじめにはじめに

『Oracle Application Server 10g グローバリゼーション・ガイド』では、全世界の顧客に向け
てインターネット・アプリケーションを設計、開発および配置する方法について説明しま
す。

「はじめに」の項目は次のとおりです。

� 対象読者

� このマニュアルの構成

� 関連ドキュメント

� 表記規則
vii



対象読者対象読者対象読者対象読者
『Oracle Application Server 10g グローバリゼーション・ガイド』は、全世界の顧客に向けて
インターネット・アプリケーションを設計、開発および配置するインターネット・アプリ
ケーションの開発者と Web マスターを対象としています。

このドキュメントを使用するには、プログラミング経験がいくらかあり、Oracle データベー
スをよく理解している必要があります。

このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成
このマニュアルは、次の章から構成されています。

第第第第 1 章「章「章「章「Oracle Application Server のののの グローバリゼーション・サポートの概要」グローバリゼーション・サポートの概要」グローバリゼーション・サポートの概要」グローバリゼーション・サポートの概要」

この章では、このマニュアルの他章の内容を理解するために必要な概念を定義します。ま
た、単一言語インターネット・アプリケーション設計と多言語インターネット・アプリケー
ション設計のモデルについても説明します。

第第第第 I 部「開発」部「開発」部「開発」部「開発」

第第第第 2 章「ロケール認識の開発」章「ロケール認識の開発」章「ロケール認識の開発」章「ロケール認識の開発」

この章では、インターネット・アプリケーションでロケールを認識する方法と、適切なロ
ケールをユーザーに提供する方法について説明します。

第第第第 3 章「章「章「章「HTML 機能の実装」機能の実装」機能の実装」機能の実装」

この章では、様々なロケールのクライアントがアプリケーション・サーバーと情報を交換で
きるように、HTML ページのエンコード、HTML フォーム入力の処理および URL のエン
コードを行う方法について説明します。

第第第第 4 章「集中型データベースの使用」章「集中型データベースの使用」章「集中型データベースの使用」章「集中型データベースの使用」

この章では、アプリケーション・サーバーがデータベースにアクセスする際のキャラクタ・
セット変換とデータ損失を 小限に抑える方法について説明します。

第第第第 II 部「配置」部「配置」部「配置」部「配置」

第第第第 5 章「グローバル配置のための章「グローバル配置のための章「グローバル配置のための章「グローバル配置のための Oracle Application Server の設定」の設定」の設定」の設定」

この章では、グローバル・アプリケーションを配置するために Oracle Application Server
（Oracle Application Server）を設定する方法について説明します。

第第第第 6 章「章「章「章「Oracle Application Server の多言語デモ」の多言語デモ」の多言語デモ」の多言語デモ」

この章では、Oracle Application Server に添付されている多言語デモの World-of-Books につ
いて説明します。
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付録付録付録付録 A「「「「Oracle Application Server の翻訳されている言語」の翻訳されている言語」の翻訳されている言語」の翻訳されている言語」

この付録には、Oracle Application Server でサポートする言語の一覧を記載しています。

用語集用語集用語集用語集

用語集では、Oracle Application Server のグローバリゼーション・サポートに関する用語を
定義します。

関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメント
詳細は、次の Oracle ドキュメントを参照してください。

� Oracle Application Server のドキュメント一式

� 『Oracle9i Globalization Support Guide』

リリース・ノート、インストール関連ドキュメント、ホワイト・ペーパーまたはその他の関
連ドキュメントは、OTN-J（Oracle Technology Network Japan）から、無償でダウンロード
できます。OTN-J を使用するには、オンラインでの登録が必要です。登録は、次の Web サ
イトから無償で行えます。

http://otn.oracle.co.jp/membership/

すでに OTN-J のユーザー名およびパスワードを取得している場合は、次の URL で OTN-J 
Web サイトのドキュメントのセクションに直接接続できます。

http://otn.oracle.co.jp/document/

表記規則表記規則表記規則表記規則
この項では、このマニュアルの本文およびコード例で使用される表記規則について説明しま
す。この項の内容は次のとおりです。

� 本文の表記規則

� コード例の表記規則

本文の表記規則本文の表記規則本文の表記規則本文の表記規則
本文では、特定の項目が一目でわかるように、次の表記規則を使用します。次の表に、その
規則と使用例を示します。
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コード例の表記規則コード例の表記規則コード例の表記規則コード例の表記規則
コード例は、SQL、PL/SQL、SQL*Plus または他のコマンドライン文の例です。次のように
固定幅フォントで表示され、通常のテキストと区別されます。

SELECT username FROM dba_users WHERE username = 'MIGRATE';

次の表に、コード例で使用される表記規則とその使用例を示します。

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例

太字太字太字太字 太字は、本文中で定義されている用語およ
び用語集に記載されている用語を示します。

この句を指定すると、索引構成表索引構成表索引構成表索引構成表が作成されます。

固定幅フォントの
大文字

固定幅フォントの大文字は、システム指定
の要素を示します。このような要素には、
パラメータ、権限、データ型、Recovery 
Manager キーワード、SQL キーワード、

SQL*Plus またはユーティリティ・コマン

ド、パッケージおよびメソッドがあります。
また、システム指定の列名、データベース・
オブジェクト、データベース構造、ユー
ザー名およびロールも含まれます。

NUMBER列に対してのみ、この句を指定できます。

BACKUPコマンドを使用して、データベースの

バックアップを作成できます。

USER_TABLESデータ・ディクショナリ・ビュー

内の TABLE_NAME列を問い合せます。

DBMS_STATS.GENERATE_STATSプロシージャを

使用します。

固定幅フォントの
小文字

固定幅フォントの小文字は、実行可能ファ
イル、ファイル名、ディレクトリ名および
ユーザーが指定する要素のサンプルを示し
ます。このような要素には、コンピュータ
名およびデータベース名、ネット・サービ
ス名および接続識別子があります。また、
ユーザーが指定するデータベース・オブ
ジェクトとデータベース構造、列名、パッ
ケージとクラス、ユーザー名とロール、プ
ログラム・ユニットおよびパラメータ値も
含まれます。

注意注意注意注意 : プログラム要素には、大文字と小文

字を組み合せて使用するものもあります。
これらの要素は、記載されているとおりに
入力してください。

sqlplusと入力して、SQL*Plus をオープンします。

パスワードは、orapwdファイルで指定します。

/disk1/oracle/dbsディレクトリ内のデータ・

ファイルおよび制御ファイルのバックアップを作
成します。

hr.departments表には、department_id、
department_nameおよび location_id列があ

ります。

QUERY_REWRITE_ENABLED初期化パラメータを

trueに設定します。

oeユーザーとして接続します。

JRepUtilクラスが次のメソッドを実装します。

固定幅フォントの
小文字のイタリッ
ク

固定幅フォントの小文字のイタリックは、
プレースホルダまたは変数を示します。

parallel_clauseを指定できます。

Uold_release.SQLを実行します。ここで、

old_releaseとはアップグレード前にインス

トールしたリリースを示します。
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規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例

[ ] 大カッコは、カッコ内の項目を任意に選択
することを表します。大カッコは、入力し
ないでください。

DECIMAL (digits [ , precision ])

{ } 中カッコは、カッコ内の項目のうち、1 つが

必須であることを表します。中カッコは、
入力しないでください。

{ENABLE | DISABLE}

| 縦線は、大カッコまたは中カッコ内の複数
の選択項目の区切りに使用します。項目の
うちの 1 つを入力します。縦線は、入力し

ないでください。

{ENABLE | DISABLE}

[COMPRESS | NOCOMPRESS]

... 水平の省略記号は、次のいずれかを示しま
す。

� 例に直接関連しないコードの一部が省
略されている。

� コードの一部を繰り返すことができる。

CREATE TABLE ... AS subquery;

SELECT col1, col2, ... , coln FROM 
employees;

 .

 .

 .

垂直の省略記号は、例に直接関連しない複
数の行が省略されていることを示します。

SQL> SELECT NAME FROM V$DATAFILE;
NAME
------------------------------------
/fsl/dbs/tbs_01.dbf
/fs1/dbs/tbs_02.dbf
.
.
.
/fsl/dbs/tbs_09.dbf
9 rows selected.

その他の記号 大カッコ、中カッコ、縦線および省略記号
以外の記号は、記載されているとおりに入
力する必要があります。

acctbal NUMBER(11,2);

acct    CONSTANT NUMBER(4) := 3;

イタリック体 イタリック体は、特定の値を指定する必要
があるプレースホルダや変数を示します。

CONNECT SYSTEM/system_password

DB_NAME = database_name

大文字 大文字は、システム指定の要素を示します。
これらの要素は、ユーザー定義の要素と区
別するために大文字で示されます。大カッ
コ内にないかぎり、表示されているとおり
の順序および綴りで入力します。ただし、
大 / 小文字が区別されないため、小文字で

も入力できます。

SELECT last_name, employee_id FROM 
employees;

SELECT * FROM USER_TABLES;

DROP TABLE hr.employees;
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小文字 小文字は、ユーザー指定のプログラム要素
を示します。たとえば、表名、列名または
ファイル名などです。

注意注意注意注意 : プログラム要素には、大文字と小文

字を組み合せて使用するものもあります。
これらの要素は、記載されているとおりに
入力してください。

SELECT last_name, employee_id FROM 
employees;

sqlplus hr/hr

CREATE USER mjones IDENTIFIED BY 
ty3MU9;

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例
xii



Oracle Application Server の グローバリゼーション・サポートの
1

Oracle Application Server のののの

グローバリゼーション・グローバリゼーション・グローバリゼーション・グローバリゼーション・サポートの概要サポートの概要サポートの概要サポートの概要

この章の項目は次のとおりです。

� インターネット・アプリケーションのグローバル化

� グローバリゼーションの概要

� グローバル・インターネット・アプリケーションの設計

� グローバル・インターネット・アプリケーションの概要
概要 1-1



インターネット・アプリケーションのグローバル化
インターネット・アプリケーションのグローバル化インターネット・アプリケーションのグローバル化インターネット・アプリケーションのグローバル化インターネット・アプリケーションのグローバル化
ビジネスにおいて、インターネット・アプリケーションを世界中のユーザーが言語、通貨形
式など適切なロケール設定で使用できるようにすることは、ますます重要になってきていま
す。Oracle Application Server（Oracle Application Server）は、完全に国際化されており、
インターネット・アプリケーションを開発および配置するためのグローバル・プラット
フォームを提供しています。

Oracle Application Server を使用するインターネット・アプリケーションまたは Web サイト
を作成するには、開発および配置における優れたグローバリゼーションの実施例が必要で
す。本書では、グローバリゼーション実施の推奨例について説明します。

第 6 章には、Oracle Application Server に添付されている多言語デモに関する情報を記載し
ています。

グローバリゼーションの概要グローバリゼーションの概要グローバリゼーションの概要グローバリゼーションの概要
このマニュアルの内容を理解するには、次の概念をよく理解しておくことが必要です。

� ロケール

� キャラクタ・セット

� Unicode

ロケールロケールロケールロケール
ロケールとは、言語、キャラクタ・セットおよび言語が話されている地域のことです。地域
に関する情報には、日付や通貨の形式があります。たとえば、米国と英国の主要言語は、両
方とも英語ですが、2 つの地域では別々の通貨や日付形式が使用されています。このため、
米国と英国ではロケールが異なります。

キャラクタ・セットキャラクタ・セットキャラクタ・セットキャラクタ・セット
キャラクタ・セットは、言語を構成する文字のバイナリ値を定義しています。たとえば、
ISO-8859-1 キャラクタ・セットを使用すると、大部分の西欧言語をエンコードできます。

Unicode
Unicode は、ほぼすべての言語の文字に対してバイナリ値を定義するユニバーサル・キャラ
クタ・セットです。Unicode 文字は、次のようにエンコードできます。

� UTF-8 キャラクタ・セットの 1 ～ 4 バイト

� UTF-16 キャラクタ・セットの 2 バイトまたは 4 バイト

� UTF-32 キャラクタ・セットの 4 バイト
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グローバル・インターネット・アプリケーションの設計
グローバル・インターネット・アプリケーションの設計グローバル・インターネット・アプリケーションの設計グローバル・インターネット・アプリケーションの設計グローバル・インターネット・アプリケーションの設計
グローバル・インターネット・アプリケーションを設計するには、いくつかのアプローチが
あります。このマニュアルでは、単一言語と多言語という 2 つのアプローチについて説明し
ます。

単一言語インターネット・アプリケーションの設計では、いくつかのインスタンスをサポー
トできます。各インスタンスは、別々のロケールをサポートしています。ユーザーは、設定
しているロケール項目によって、そのロケールに対応するインスタンスを実行する必要があ
ります。

多言語インターネット・アプリケーションの設計では、1 つのインスタンスでいくつかのロ
ケールをサポートできます。すべてのユーザーは、ロケールにかかわらず、同じインスタン
スを実行できます。

どちらの設計でも、Unicode キャラクタ・セットを使用する集中型データベースが 1 つ存在
します。

単一言語インターネット・アプリケーションのアーキテクチャ単一言語インターネット・アプリケーションのアーキテクチャ単一言語インターネット・アプリケーションのアーキテクチャ単一言語インターネット・アプリケーションのアーキテクチャ
図 1-1 に、単一言語インターネット・アプリケーションの設計を示します。
Oracle Application Server の グローバリゼーション・サポートの概要 1-3



グローバル・インターネット・アプリケーションの設計
図図図図 1-1 単一言語インターネット・アプリケーションのアーキテクチャ単一言語インターネット・アプリケーションのアーキテクチャ単一言語インターネット・アプリケーションのアーキテクチャ単一言語インターネット・アプリケーションのアーキテクチャ

クライアント（英語、日本語、ヘブライ語およびタイ語のロケール）は、HTTP 接続を経由
して、Oracle Application Server の個別のインスタンスと通信します。アプリケーションの
1 つのインスタンスは、Oracle Application Server のインスタンスの 1 つと同じロケールで
実行します。たとえば、英語のアプリケーションは、Oracle Application Server のインスタ
ンス 1 と同じロケールで実行します。英語と日本語のアプリケーションとそれぞれの Oracle 
Application Server インスタンスはサーバー A で実行中であり、ヘブライ語とタイ語のアプ
リケーションとそれぞれのインスタンスはサーバー B で実行中です。各 Oracle Application 
Server インスタンスは、Unicode データベースと通信します。インスタンスは、Oracle Net
を経由して、データベースと通信します。

たとえば、英語のロケール用のクライアント・キャラクタ・セットは、ISO-8859-1 です。英
語のロケールと関連付けられた Oracle Application Server のインスタンスのインスタンス 1
は、Oracle キャラクタ・セット WE8MSWIN1252 を使用して、データベースと通信します。
データベース・キャラクタ・セットは、Unicode キャラクタ・セットです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 4 章「集中型データベースの使用」
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グローバル・インターネット・アプリケーションの設計
表 1-1 に、単一言語インターネット・アプリケーションを配置するメリットとデメリットを
示します。ロケールの数が増えると、単一言語設計のデメリットがメリットを上回ります。
単一言語のアプリケーション設計は、1 つまたは 2 つのロケールのみをサポートする顧客に
適しています。

多言語インターネット・アプリケーションのアーキテクチャ多言語インターネット・アプリケーションのアーキテクチャ多言語インターネット・アプリケーションのアーキテクチャ多言語インターネット・アプリケーションのアーキテクチャ
図 1-2 に、多言語インターネット・アプリケーションの設計を示します。

表表表表 1-1 単一言語インターネット・アプリケーション設計のメリットとデメリット単一言語インターネット・アプリケーション設計のメリットとデメリット単一言語インターネット・アプリケーション設計のメリットとデメリット単一言語インターネット・アプリケーション設計のメリットとデメリット 

メリットメリットメリットメリット デメリットデメリットデメリットデメリット

異なるロケールのサポートを別々のサーバー
に分けることができます。これによって、ロ
ケールを様々なタイムゾーンでサポートする
ことができます。その結果、ワークロードを
分散できます。

管理対象の Oracle Application Server サーバー

が多くなります。

コード記述が多言語インターネット・アプリ
ケーションよりも簡単です。

各 Oracle Application Server インスタンス上の

インターネット・アプリケーションの動作確認
のために、より多くのテスト・リソースが必要
です。

アプリケーションの各インスタンスに対して
Oracle Application Server を設定する必要があり

ます。

サーバーに要求される作業量にかかわらず、各
ロケール用のサーバー・インスタンスを管理す
る必要があります。ロード・バランシングは、
同じロケールをサポートする Oracle Application 
Server のインスタンスのグループ内でのみ可能

です。

多言語コンテンツのサポートが困難です。
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グローバル・インターネット・アプリケーションの設計
図図図図 1-2 多言語インターネット・アプリケーションのアーキテクチャ多言語インターネット・アプリケーションのアーキテクチャ多言語インターネット・アプリケーションのアーキテクチャ多言語インターネット・アプリケーションのアーキテクチャ

クライアント（英語、日本語、ヘブライ語およびタイ語のロケール）は、HTTP 接続を経由
して、Oracle Application Server の 1 つのインスタンスと通信します。各クライアントは、
Oracle Application Server のインスタンスのロケールに関係なく、Oracle Application Server
で実行されている各アプリケーションによっていくつかのロケールが同時にサポートされる
ように設定されているため、個別のキャラクタ・セットを使用できます。Oracle 
Application Server のインスタンスは、Oracle Net を経由して、データベースと通信します。
Oracle Application Server のインスタンスで実行されているアプリケーションとデータベー
スは、両方とも Unicode キャラクタ・セットを使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 4 章「集中型データベースの使用」
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グローバル・インターネット・アプリケーションの概要
いくつかのロケールを 1 つのアプリケーション・インスタンスでサポートするために、アプ
リケーションで次のことを行う必要があります。

� あらゆる言語のデータをサポートできるように Unicode で文字データを処理する。

� HTML ページを適切な言語と文化的慣習に合せて作成することによって、ユーザーのロ
ケールを動的に検出し、ロケールに適応させる。

� HTML ページで使用するキャラクタ・セットを動的に判断して、Unicode と HTML ペー
ジ・エンコーディングとの間でコンテンツを変換する。

表 1-2 に、多言語インターネット・アプリケーションを配置するメリットとデメリットを示
します。

グローバル・インターネット・アプリケーションの概要グローバル・インターネット・アプリケーションの概要グローバル・インターネット・アプリケーションの概要グローバル・インターネット・アプリケーションの概要
様々なロケールをサポートする Oracle Application Server 用インターネット・アプリケー
ションを作成するためには、適切な開発実施例が必要です。アプリケーション自体で、ユー
ザーのロケールを認識し、適切なロケールをユーザーに提供できる必要があります。クライ
アントは、クライアントのロケールにかかわらず、キャラクタ・セット変換を 小限に留め
た状態で、アプリケーション・サーバーと通信できる必要があります。アプリケーション・
サーバーは、キャラクタ・セット変換を 小限に留めた状態で、複数の言語のデータが含ま
れるデータベース・サーバーに接続できる必要があります。キャラクタ・セット変換を行う
と、パフォーマンスが低下し、ターゲットのキャラクタ・セットに文字がないためにデータ
を損失する可能性が大きくなります。

表表表表 1-2 多言語インターネット・アプリケーション設計のメリットとデメリット多言語インターネット・アプリケーション設計のメリットとデメリット多言語インターネット・アプリケーション設計のメリットとデメリット多言語インターネット・アプリケーション設計のメリットとデメリット

メリットメリットメリットメリット デメリットデメリットデメリットデメリット

1 つの Oracle Application Server 構成しか使

用しないので、メンテナンス費が少なくなり
ます。

多言語アプリケーションは、単一言語アプリ
ケーションよりもコードが複雑です。アプリ
ケーションでロケールを動的に検出し Unicode
を使用できる必要があります。これは、1 つまた

は 2 つの言語しかサポートする必要がない場合

にはコストがかかります。

パフォーマンス・チューニングと容量計画が
ロケールの数によって変わりません。

言語の追加サポートが比較的容易です。新し
いロケールのためにマシンを追加する必要が
ありません。

1 つのテスト環境で、複数のロケール用のア

プリケーションをテストできます。

アプリケーションで多言語コンテンツをサ
ポートできます。
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グローバル・インターネット・アプリケーションの概要
Oracle Application Server では、グローバル・インターネットおよび J2EE アプリケーション
の開発用に、次のプログラミング言語と、対応する Web 開発環境をサポートしています。

� mod_oc4jモジュールからコール可能な Java

Oracle Application Server Containers for J2EE（OC4J）は、Oracle Application Server
が提供する Java2 Enterprise Edition（J2EE）コンテナです。mod_oc4jモジュールは、
OC4J サーブレットのランタイム上で実行される Java サーブレットと JSP への HTTP リ
クエストをルーティングします。

� mod_jservモジュールからコール可能な Java

mod_jservモジュールは、JServ サーブレットのランタイム上で実行される該当する
Java サーブレットと JavaSever Pages（JSP）への HTTP リクエストをルーティングしま
す。

� mod_perlモジュールからコール可能な Perl

標準的な mod_perlモジュールでは、Perl スクリプトを高速で実行できます。mod_
perlモジュールは、mod_perlモジュール内から Perl インタプリタ上で実行される
Perl スクリプトへの HTTP リクエストをルーティングします。

� mod_plsqlモジュールからコール可能な PL/SQL

mod_plsqlモジュールは、データベースで実行中の PL/SQL プロシージャまたは
PL/SQL Server Pages（PSP）への Web サーバーからの HTTP リクエストをルーティン
グするゲートウェイです。

� CGI または共有ライブラリとしての C/C++

mod_fastcgiモジュールからコール可能な CGI アプリケーションとして、または、前
述の Web 開発環境のいずれかからコール可能なライブラリとして、C および C++ プロ
グラムを記述することができます。

また、Oracle Application Server は、次の Oracle Application Server コンポーネントを使用
したグローバル・アプリケーションの開発もサポートします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : キャラクタ・セット変換の詳細は、『Oracle9i Globalization 
Support Guide』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : モジュールの詳細は、『Oracle HTTP Server 管理者ガイド』を
参照してください。

注意注意注意注意 : このマニュアルで使用するエンコーディングエンコーディングエンコーディングエンコーディングおよびページ・エンページ・エンページ・エンページ・エン
コーディングコーディングコーディングコーディングという用語は、特定のプログラミング環境で使用するキャラ
クタ・セットを示します。
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グローバル・インターネット・アプリケーションの概要
� Oracle Application Server Forms Services

� Oracle Application Server Reports Services

� Oracle Application Server Discoverer

� Oracle Application Server Web Cache

� Oracle Application Server Wireless

このマニュアルでは、前述の各言語および開発環境でのグローバル・アプリケーションの開
発について説明します。ロケール認識の開発、HTML 機能の実装、集中型データベースへの
アクセス、Oracle Application Server の構成など、グローバル・インターネット・アプリ
ケーションの開発および配置に関連する基本的な作業について説明します。
Oracle Application Server の グローバリゼーション・サポートの概要 1-9



グローバル・インターネット・アプリケーションの概要
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第第第第I部部部部

開発開発開発開発

第 I 部の章は次のとおりです。

� 第 2 章「ロケール認識の開発」

� 第 3 章「HTML 機能の実装」

� 第 4 章「集中型データベースの使用」





ロケール認識の
2

ロケール認識の開発ロケール認識の開発ロケール認識の開発ロケール認識の開発

この章の項目は次のとおりです。

� グローバル・インターネット・アプリケーションでのロケール認識の開発

� J2EE およびインターネット・アプリケーションでのロケール認識

� Oracle Application Server コンポーネント・アプリケーションでのロケール認識
開発 2-1



グローバル・インターネット・アプリケーションでのロケール認識の開発
グローバル・インターネット・アプリケーションでのロケールグローバル・インターネット・アプリケーションでのロケールグローバル・インターネット・アプリケーションでのロケールグローバル・インターネット・アプリケーションでのロケール
認識の開発認識の開発認識の開発認識の開発

グローバル・インターネット・アプリケーションでは、ユーザーのロケールを認識する必要
があります。

日付書式などロケールに依存する機能は、C/C++、Java および PL/SQL などのプログラミ
ング環境に組み込まれています。アプリケーションでは、ロケールに依存する機能を使用し
て、ユーザーのロケールの文化的な慣習に従い HTML ページをフォーマットできます。

プログラミング環境によって、ロケールの表記方法は異なります。たとえば、フランス語
（カナダ）のロケールは次のように表記します。

表 2-1 は、一般に使用されるロケールがプログラミング環境によって表記方法が異なること
を示しています。

環境環境環境環境 表記表記表記表記 ロケールロケールロケールロケール 説明説明説明説明

各種 ISO 規格 fr-CA frは ISO 639 規格で

定義された言語コード
です。CAは ISO 3166
規格で定義された国
コードです。

Java Java ロケール・オブ

ジェクト

fr_CA Java では、ISO の言語

コードおよび国コード
を使用します。

C/C++ POSIX ロケール名 Sun Solaris の場合
fr_CA

POSIX ロケール名に

は、デフォルトのキャ
ラクタ・セットよりも
優先されるキャラク
タ・セットが含まれる
場合があります。たと
えば、de.ISO8859-15
ロケールはユーロ記号
をサポートするために
使用されます。

PL/SQL および SQL NLS_LANGUAGEおよ

び NLS_TERRITORY
パラメータ

NLS_LANGUAGE=
"CANADIAN FRENCH"

NLS_TERRITORY=
"CANADA"

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  「NLS_
LANG パラメータの設

定」
2-2 Oracle Application Server 10g グローバリゼーション・ガイド



グローバル・インターネット・アプリケーションでのロケール認識の開発
複数のプログラミング環境のためにアプリケーションを作成する場合は、各環境のロケール
を同期化する必要があります。たとえば、PL/SQL プロシージャをコールする Java アプリ
ケーションでは、PL/SQL プロシージャをコールする前に、Java ロケールを該当する NLS_
LANGUAGEおよび NLS_TERRITORYの値に対応付け、ユーザーのロケールに合せてパラメー
タ値を変更する必要があります。

表表表表 2-1 各プログラミング環境でのロケール表記各プログラミング環境でのロケール表記各プログラミング環境でのロケール表記各プログラミング環境でのロケール表記

ロケールロケールロケールロケール ISO Java POSIX 
Solaris

NLS_LANGUAGE、、、、
NLS_TERRITORY

アラビア語（アラブ首長国
連邦）

ar ar ar ARABIC、UNITED ARAB 
EMIRATES

ドイツ語（ドイツ） de-DE de_DE de GERMANY、GERMAN

英語（アメリカ合衆国） en en_US en_US AMERICAN、AMERICA

英語（イギリス） en-GB en_GB en_UK ENGLISH、UNITED 
KINGDOM

ギリシャ語 el el el GREEK、GREECE

スペイン語（スペイン） es-ES es_ES es SPANISH、SPAIN

フランス語（フランス） fr fr_FR fr FRENCH、FRANCE

フランス語（カナダ） fr-CA fr_CA fr_CA CANADIAN FRENCH、
CANADA

ヘブライ語 he he he HEBREW、ISRAEL

イタリア語（イタリア） it it it ITALIAN、ITALY

日本語 ja-JP ja_JP ja_JP JAPANESE、JAPAN

韓国語 ko-KR ko_KR ko_KR KOREAN、KOREA

ポルトガル語（ポルトガル） pt pt pt PORTUGUESE、PORTUGAL

ポルトガル語（ブラジル） pt-BR pt_BR pt_BR BRAZILIAN PORTUGUESE、
BRAZIL

トルコ語 tr tr tr TURKISH、TURKEY

タイ語 th th th THAI、THAILAND

中国語（台湾） zh-TW zh_TW zh_TW TRADITIONAL CHINESE、
TAIWAN

中国語（中国） zh-CN zh_CN zh_CN SIMPLIFIED CHINESE、
CHINA
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グローバル・インターネット・アプリケーションでのロケール認識の開発
アプリケーションの全体的なロケール認識には、アプリケーションを作成する開発環境およ
びアプリケーションを構築するターゲット・アーキテクチャの 2 つが影響します。この章で
は、単一言語および多言語のアプリケーション・アーキテクチャでのロケール認識について
説明します。

単一言語インターネット・アプリケーションでのユーザーのロケールの決定単一言語インターネット・アプリケーションでのユーザーのロケールの決定単一言語インターネット・アプリケーションでのユーザーのロケールの決定単一言語インターネット・アプリケーションでのユーザーのロケールの決定

単一言語アプリケーションは、定義上、ユーザーに 1 つのロケールを提供します。ユーザー
のロケールは、単一言語アプリケーションで固定され、プログラミング環境のデフォルトの
実行時ロケールと同じです。

ほぼすべてのプログラミング環境では、ロケールに依存するほぼすべての関数がデフォルト
の実行時ロケールを暗黙的に使用して、処理を実行します。単一言語アプリケーションでこ
れらの関数をコールすると、このような動作に依存した処理を実行できます。

多言語インターネット・アプリケーションでのユーザーのロケールの決定多言語インターネット・アプリケーションでのユーザーのロケールの決定多言語インターネット・アプリケーションでのユーザーのロケールの決定多言語インターネット・アプリケーションでのユーザーのロケールの決定

多言語アプリケーションの場合、ユーザーのロケールは異なります。多言語アプリケーショ
ンでは、次の項目を実行できる必要があります。

� ユーザーのロケールの動的検出

� ロケール言語での HTML コンテンツの構成

� ロケールによって想定される文化的な慣習の採用

多言語アプリケーションでは、次の方法でユーザーのロケールを動的に決定します。

� Oracle Internet Directory（OID）などの LDAP ディレクトリ・サーバーのユーザー・プ
ロファイル情報に基づく方法

アプリケーションは、Oracle Application Server によって提供される OID サーバーに
ユーザー・プロファイルを保存できます。ユーザー・プロファイル用の LDAP スキーマ
には、推奨ロケール属性を追加する必要があります。この方法は、ユーザーが以前にロ
グオンしたことがない場合は機能しません。

� ユーザーのブラウザのデフォルト ISO ロケールに基づく方法

すべての HTTP リクエストは、Accept-Language HTTP ヘッダーによってブラウザのデ
フォルト ISO ロケールを送信します。Accept-Language ヘッダーが NULL の場合は、ロ
ケールがデフォルトの英語になります。このアプローチの欠点は、Accept-Language ヘッ
ダーがユーザーのロケールについての信頼できる情報源にならない場合があることです。

� ユーザー入力に基づく方法

ユーザーは、フラグなどのアイコンのリストやグループからロケールを選択できます。
2-4 Oracle Application Server 10g グローバリゼーション・ガイド



J2EE およびインターネット・アプリケーションでのロケール認識
ユーザーのロケールを決定するには、これらの方法を組み合せるかまたは単独で使用しま
す。アプリケーションでロケールを特定した後に、ロケールに対して次のことを行う必要が
あります。

� アプリケーションを実行するプログラミング環境に該当するロケール表記に対応付けます。

� ロケールに依存する機能で使用します。

J2EE およびインターネット・アプリケーションでのロケールおよびインターネット・アプリケーションでのロケールおよびインターネット・アプリケーションでのロケールおよびインターネット・アプリケーションでのロケール
認識認識認識認識

この項では、アプリケーションを作成する特定のプログラミング言語および開発環境でのロ
ケール認識について説明します。

Java アプリケーションでのロケール認識アプリケーションでのロケール認識アプリケーションでのロケール認識アプリケーションでのロケール認識
Java ロケール・オブジェクトでは、該当するユーザーのロケールを Java で表記します。ロ
ケール用の Java エンコーディングは、Java 文字列とバイト・データを正しく変換するため
に必要になります。

Java コードにユーザーのロケールを認識させる場合は、ロケール用の Java エンコーディン
グについて検討します。Java メソッドを Java ロケールと Java エンコーディングに依存させ
るには、次の 2 種類の方法があります。

� メソッドに対してデフォルト Java ロケールおよびデフォルト Java エンコーディングを
使用する方法

� メソッドに対して Java ロケールおよび Java エンコーディングを明示的に指定する方法

単一言語単一言語単一言語単一言語 Java アプリケーションでのロケール認識アプリケーションでのロケール認識アプリケーションでのロケール認識アプリケーションでのロケール認識

単一言語アプリケーションは、デフォルトの Java ロケールとデフォルトの Java エンコー
ディングで暗黙的に実行し、別のロケールに対して容易に設定できるようにする必要があり
ます。たとえば、デフォルトの Java ロケールを使用する日付フォーマッタを作成するには、
次に示すメソッドのコールを使用します。

DateFormat df = DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.FULL, DateFormat.FULL);
dateString = df.format(date); /* Format a date */

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 各プログラミング環境での一般的なロケール表記については、
表 2-1 を参照してください。
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J2EE およびインターネット・アプリケーションでのロケール認識
多言語多言語多言語多言語 Java アプリケーションでのロケール認識アプリケーションでのロケール認識アプリケーションでのロケール認識アプリケーションでのロケール認識

多言語アプリケーションは、固定されたデフォルトのロケールやエンコーディングに依存し
ないように開発する必要があります。現行ユーザーのロケールに対応する Java ロケールと
Java エンコーディングを明示的に指定します。たとえば、ユーザーのロケールに対応する
Java ロケール・オブジェクトを、getDateTimeInstance()メソッド内の user_locale
によって特定し、指定します。

DateFormat df = DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.FULL, DateFormat.FULL, user_
locale);
dateString = df.format(date); /* Format a date */

単一言語アプリケーションと多言語アプリケーションのコード例で唯一異なる点は、user_
localeの有無です。

また、デフォルトの Java エンコーディングを前提とするエンコーディング依存メソッドを
使用しないでください。たとえば、多言語アプリケーションでは、エンコーディングに依存
する String.getBytes()メソッドを使用しないでください。そのかわりに、エンコー
ディングを引数として受け取る String.getBytes(String encoding)メソッドを使用
します。必ず、ユーザーのロケールに使用するエンコーディングを指定します。

次の理由から、デフォルトのロケールを変更する Locale.setDefault()メソッドは使用
しないでください。

� すべてのスレッドに対して Java のデフォルト・ロケールが変更され、スレッドに対する
アプリケーションの信頼性がなくなります。

� Java のデフォルト・エンコーディングは変更されません。

Perl およびおよびおよびおよび C/C++ アプリケーションでのロケール認識アプリケーションでのロケール認識アプリケーションでのロケール認識アプリケーションでのロケール認識
Perl および C/C++ では、国際化されたアプリケーションに対して POSIX ロケール・モデル
を使用します。

Perl およびおよびおよびおよび C/C++ の単一言語アプリケーションでのロケール認識の単一言語アプリケーションでのロケール認識の単一言語アプリケーションでのロケール認識の単一言語アプリケーションでのロケール認識

単一言語アプリケーションは、デフォルトの POSIX ロケールに依存します。 これを設定する
には、LC_ALL環境変数の値を変更するか、オペレーティング・システムのロケールを
Windows の「コントロール パネル」で変更します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 通常使用される POSIX ロケールの一覧は、表 2-1 を参照して
ください。
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J2EE およびインターネット・アプリケーションでのロケール認識
デフォルト POSIX ロケールを実行するには、アプリケーションから setlocale()関数を
コールして、デフォルトのロケールを LC_ALLで定義されたロケールに設定し、その後
strftime()などの POSIX ロケールに依存する関数を使用する必要があります。
setlocale()関数は、現行プロセスとその関連スレッドすべてに影響を及ぼすので、あら
ゆるマルチスレッド・アプリケーションにおいて各スレッドで同一の POSIX ロケールを想
定する必要があります。次の例では、デフォルトのロケールに固有の書式で現在の時間を
Perl で取得しています。

use locale;
use POSIX qw (locale_h);
...
$old_locale = setlocale( LC_ALL, "" );
$dateString = POSIX::strftime( "%c", localtime());
...

Perl およびおよびおよびおよび C/C++ の多言語アプリケーションでのロケール認識の多言語アプリケーションでのロケール認識の多言語アプリケーションでのロケール認識の多言語アプリケーションでのロケール認識

多言語アプリケーションでは、動的に特定されるロケールに依存する必要があります。
setlocale()関数をコールして、ロケールを初期化してからロケールに依存する関数を
コールします。たとえば、次の C コードでは、user_localeによって特定されたユーザー
のロケールの書式で地方時を取得しています。

#include <locale.h>
#include <time.h>
    ...
    const char *user_locale = "fr";
    time_t ltime;
    struct tm *thetime;
    unsigned char dateString[100];
    ...
    setlocale(LC_ALL, user_locale);
    time (&ltime);
    thetime = gmtime(&ltime);
    strftime((char *)dateString, 100, "%c", (const struct tm *)thetime));
    ...

アプリケーションが C/C++ や Perl で適切なロケールを動的に初期化するには、ユーザーの
ロケールを POSIX ロケール名に対応付ける必要があります POSIX ロケールは、オペレー
ティング・システムによって異なります。
ロケール認識の開発 2-7



J2EE およびインターネット・アプリケーションでのロケール認識
SQL およびおよびおよびおよび PL/SQL アプリケーションでのロケール認識アプリケーションでのロケール認識アプリケーションでのロケール認識アプリケーションでのロケール認識
PL/SQL プロシージャは、データベース・アクセス記述子データベース・アクセス記述子データベース・アクセス記述子データベース・アクセス記述子の NLS_LANGパラメータによって
ロケールが初期化されたデータベース・セッションのコンテキストで実行されます。この
NLS_LANGパラメータは、トップレベルの NLS パラメータである NLS_LANGUAGEと NLS_
TERRITORYをデータベース・セッション用に指定します。NLS_SORTや NLS_DATE_
LANGUAGEなどのその他の NLS パラメータは、それぞれの値をトップレベルのパラメータ
から引き継ぎます。これらの NLS パラメータでは、データベース・セッションのロケール
を定義します。

SQL および PL/SQL 関数をロケールに依存させるには、2 種類の方法があります。

� 現行のデータベース・セッションの NLS パラメータに基づいてロケールを設定する方法

� NLS パラメータを明示的に指定する方法

SQL およびおよびおよびおよび PL/SQL の単一言語アプリケーションでのロケール認識の単一言語アプリケーションでのロケール認識の単一言語アプリケーションでのロケール認識の単一言語アプリケーションでのロケール認識

一般に、NLS_LANGから引き継いだ NLS パラメータの初期値は、単一言語の PL/SQL プロ
シージャに対して問題はありません。たとえば、次の PL/SQL コードでは、TO_CHAR()関
数をコールしてフォーマットされた日付を取得し、NLS_DATE_FORMATおよび NLS_DATE_
LANGUAGEパラメータの現行値を使用しています。

mydate date;
dateString varchar2(100);
...
select sysdate into mydate from dual;
dateString = TO_CHAR(mydate);

NLS パラメータの初期値が適切でない場合は、ALTER SESSION文を使用して、現行データ
ベース・セッションの値を上書きします。ALTER SESSION文は、DBMS_SQLパッケージと
ともに使用します。たとえば、次のように設定します。

cur integer;
status integer;
...
cur := dbms_sql.open_cursor;
dbms_sql.parse(cur, 'alter session set nls_date_format = "Day Month, YYYY"',

dbms_sql.native);
status := dbms_sql.execute(cur);

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 「NLS_LANG パラメータの設定」

� 『Oracle9i データベース・リファレンス』

� 『Oracle9i Globalization Support Guide』

NLS パラメータの詳細は、次のドキュメントを参照してください。
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Oracle Application Server コンポーネント・アプリケーションでのロケール認識
SQL およびおよびおよびおよび PL/SQL の多言語アプリケーションでのロケール認識の多言語アプリケーションでのロケール認識の多言語アプリケーションでのロケール認識の多言語アプリケーションでのロケール認識

多言語アプリケーションでは、ロケールに依存するあらゆる SQL や PL/SQL 関数をコール
する前に、ALTER SESSION文を使用して、データベース・セッションのロケールをユー
ザーのロケールに変更する必要があります。ALTER SESSION文は、DBMS_SQLパッケージ
とともに使用します。たとえば、次のように設定します。

cur integer;
status integer;
...
cur := dbms_sql.open_cursor;
dbms_sql.parse(cur, 'alter session set nls_language = "NLS_LANGUAGE_of_user_

locale"', dbms_sql.native);
dbms_sql.parse(cur, 'alter session set nls_territory = "NLS_TERRITORY_of_

user_locale"', dbms_sql.native);
status := dbms_sql.execute(cur);

または、引数として NLS パラメータを受け取るすべての SQL 関数に対してアプリケーショ
ンで NLS パラメータを指定します。たとえば、次の PL/SQL コードでは、ユーザーのロ
ケールの言語に基づいて日付文字列を取得しています。

mydate date;
dateString varchar2(100);
...
select sysdate into mydate from dual;
dateString TO_CHAR(mydate, 'DD-MON-YYYY HH24:MI:SSxFF',
                    'NLS_DATE_LANGUAGE=language' );
...
languageには、ユーザーのロケール用 Oracle 言語名を指定します。

Oracle Application Server コンポーネント・アプリケーションでコンポーネント・アプリケーションでコンポーネント・アプリケーションでコンポーネント・アプリケーションで
のロケール認識のロケール認識のロケール認識のロケール認識

この項では、特定の Oracle Application Server コンポーネントのアプリケーション開発での
ロケール認識について説明します。

Oracle Application Server Wireless Services でのロケール認識でのロケール認識でのロケール認識でのロケール認識
Oracle Application Server Wireless は、リクエストの起動時に、すべてのモバイル・コンテ
キスト情報を HTTP ヘッダーとして送信します。ユーザー・ロケールは、
X-Oracle-User.Localeヘッダーを使用して送信されます。ロケール値には、ISO 言語
と、オプションで ISO 国コードがハイフンで区切られて含まれます。たとえば、「en-US」、

「zh-CN」および「ja」は、すべてこのヘッダーの有効なロケール値です。Mobile Services
アプリケーションでは、このヘッダーに指定したユーザー・ロケールを使用して、ユー
ザー・インタフェースで使用する言語および文化的慣習を特定する必要があります。
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Oracle Application Server コンポーネント・アプリケーションでのロケール認識
たとえば、JSP アプリケーションはユーザー・ロケールを次のように取得します。

<%
String userLocale = request.getHeader("X-Oracle-User.Locale");

%>

Oracle Application Server Forms Services でのロケール認識でのロケール認識でのロケール認識でのロケール認識
Oracle Application Server Forms Services アーキテクチャは次のとおりです。

� Java クライアント（ブラウザ）

� Oracle Application Server Forms Services（中間層）

� Oracle9i カスタマ・データベース（バックエンド）

ユーザーが Forms Services のセッションを実行すると、Java クライアントが Oracle 
Application Server から動的にダウンロードされます。Java クライアントは、Forms 
Services Runtime Engine のユーザー・インタフェースを提供します。また、項目間の移動や
チェックボックスのチェックなどのアクションに対するユーザーの対話や視覚のフィード
バックを処理します。

Oracle Application Server Forms Services は、Forms Services Runtime Engine と Forms 
Listener Servlet から構成されます。Forms Services Runtime Engine は、Java クライアント
のかわりにデータベースへの接続を管理するプロセスです。Forms Listener Servlet はブロー
カとして機能し、Java クライアント・プロセスから接続リクエストを受け取り、そのプロセ
スのために Forms Services のランタイム・プロセスを初期化します。

Forms Services の NLS_LANGパラメータは、Oracle Application Server Forms Services のロ
ケールを初期化します。NLS_LANGUAGEパラメータは、その値を NLS_LANGから取得し、
Forms のメッセージの言語を決定します。また、NLS_TERRITORYパラメータもその値を
NLS_LANGから取得し、日付や通貨の書式などの表記規則を決定します。

デフォルトで、Oracle Application Server Forms Services の NLS_LANGパラメータは Java ク
ライアント・ロケールを初期化します。Java クライアントのロケールは、デフォルト・メッ
セージのボタン・ラベルやメニューの文字列の一部などを決定します。

Oracle Application Server Forms Services の単一言語アプリケーションでのロケール認識の単一言語アプリケーションでのロケール認識の単一言語アプリケーションでのロケール認識の単一言語アプリケーションでのロケール認識

ユーザーのロケールは、単一言語の Oracle Application Server Forms Services アプリケー
ションに固定され、通常は Forms Services のデフォルトのロケールと同じです。単一言語の
Forms Services アプリケーションを開発する場合、対象となるユーザーのロケールに準拠す
るように開発する必要があります。データベース・キャラクタ・セットは、Forms Services
のキャラクタ・セットのスーパーセットにする必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Forms Services 利用ガイド』
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Oracle Application Server コンポーネント・アプリケーションでのロケール認識
たとえば、日本語ロケール用の単一言語の Forms Services アプリケーションには、日本語の
テキスト、日本語のラベルおよび日本語のメニューを記述する必要があります。また、アプ
リケーションは、キャラクタ・セットが JA16SJIS、JA16EUC または UTF8 になっている
データベースに接続する必要があります。

default.envファイルの NLS_LANGパラメータによって Forms Services のロケールを制御
します。さらに、非 Latin-1 パラメータを Forms Services に渡すために、formsweb.cfgの
defaultcharsetパラメータを設定できます。

Oracle Application Server Forms Services の多言語アプリケーションでのロケール認識の多言語アプリケーションでのロケール認識の多言語アプリケーションでのロケール認識の多言語アプリケーションでのロケール認識

多言語環境では、アプリケーションは次の 2 つの方法で Oracle Application Server Forms 
Services のロケールを動的に決定できます。

� ユーザーのプロファイルに基づく方法

� ユーザーの入力に基づく方法

Forms Services アプリケーションを開発する場合は、いずれかの方法を選択する必要があり
ます。

複数の環境設定ファイル（EnvFile）を使用することによって、多言語の Forms Services
アプリケーションを設定できます。たとえば、form.fmxというフォームを作成して、日本
語やアラビア語に翻訳します。次に、d:¥form¥ja¥form.fmx（日本語）や
d:¥form¥ar¥form.fmx（アラビア語）として保存します。 後に、ja.envと ar.envと
いう 2 つの環境設定ファイルを作成して、対応する環境ファイルで次のように指定します。

さらに、ブラウザの推奨言語設定を読み込むように Forms Services を設定することもできま
す。たとえば、24 か国語に翻訳された人事管理アプリケーションの場合、formsweb.cfg
ファイルにアプリケーション・エントリを次のように追加します。

[HR]
default.env
[HR.DE]
DE.env
[HR.FR]
FR.env
.
.
.

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Forms Services 利用ガイド』

フォームフォームフォームフォーム 環境ファイル環境ファイル環境ファイル環境ファイル NLS_LANG FORMS90_PATH

d:¥form¥ja¥form.fmx ja.env JAPANESE_JAPAN.JA16SJIS d:¥form¥ja

d:¥form¥ar¥form.fmx ar.env ARABIC_EGYPT.ARMSWIN1256 d:¥form¥ar
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Oracle Application Server コンポーネント・アプリケーションでのロケール認識
Forms Servlet がブラウザの言語設定を検出すると、アプリケーションに翻訳したバージョ
ンがあるかどうか formsweb.cfgファイルを確認します。

たとえば、リクエストが
http://myserver.mydomain/servlet/f90servlet?config=HRで、優先する言語が
ドイツ語（DE）、イタリア語（IT）およびフランス語（FR）の順序で設定されている場合、
これが優先順位となります。Forms Servlet は、次の順番でアプリケーション定義から読み
取ります。

HR.DE
HR.IT
HR.FR
HR

Forms Servlet がいずれの設定も見つけられない場合は、HR設定（default.env）を使用
します。

これは、複数の言語を 1 つの URL でサポートするように Forms を設定できるということを
意味します。各アプリケーション定義には、NLS 言語パラメータを定義する専用の環境ファ
イルを設定できます。また、各アプリケーションに対して個別の作業用ディレクトリ情報と
パス情報を指定できます。

さらに、Java クライアント・マシンに Albany WT J フォントがインストールされている場
合、Forms は複数の言語を 1 つのフォームで表示できます。このフォントは、CD パックの
ユーティリティの CD から入手できます。

Albany WT J フォントは、%WINDOWS%¥Fonts（クライアントで JInitiator 1.3.1 を使用して
いる場合）または %JAVA_HOME%¥lib¥fonts（クライアントで Java Plug-in 1.4.1 を使用し
ている場合）にコピーする必要があります。

Oracle Application Server Reports Services でのロケール認識でのロケール認識でのロケール認識でのロケール認識
Oracle Application Server Reports Services アーキテクチャは次のとおりです。

� クライアント層（ブラウザ）

� Reports Server（中間層）

� Oracle9i カスタマ・データベース（バックエンド）

Oracle Application Server Reports Services は、ユーザーの要求に対して複数のレポートを同
時に実行できます。Reports Services は、レポート・リクエストをジョブ・キューに入れ、
動的に設定可能ないくつかの事前生成済ランタイム・エンジンにディスパッチします。ラン
タイム・エンジンは、データベースに接続し、データを検索し、クライアントへの出力を
フォーマットします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 5 章「グローバル配置のための Oracle Application Server
の設定」
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Oracle Application Server コンポーネント・アプリケーションでのロケール認識
Reports Server に対する NLS_LANG設定は、ランタイム・エンジンのロケールを初期化しま
す。NLS_LANGUAGEパラメータは、その値を NLS_LANGパラメータから取得し、Reports 
Server のメッセージの言語を指定します。NLS_TERRITORYパラメータは、その値を NLS_
LANGパラメータから取得し、日付や通貨の書式を決定します。たとえば、NLS_LANGを
JAPANESE_JAPAN.JA16SJISに設定すると、Reports Server のメッセージが日本語になり、
レポートで日本語の日付書式と通貨記号が使用されます。

動的な環境切替え機能を使用すると、Reports Server の 1 つのインスタンスで NLS_LANGな
どの任意の環境設定を持つレポートに対応できます。Reports Server 構成ファイル内の環境
要素を使用すると、次の 2 つの方法で参照できる言語環境を作成できます。

� Reports Server 構成ファイルのエンジン要素を使用して、ランタイム・エンジンごとに
参照

� ENVIDコマンドライン引数を使用して、ジョブごとに参照

レポート出力は、Reports Services のキャラクタ・セットで生成されます。クライアントは、
Reports Services が HTML または XML を生成したキャラクタ・セットを認識する必要があ
ります。

Oracle Application Server Reports Services の単一言語アプリケーションでのロケール認識の単一言語アプリケーションでのロケール認識の単一言語アプリケーションでのロケール認識の単一言語アプリケーションでのロケール認識

ユーザーのロケールは、Oracle Application Server Reports Services の単一言語アプリケー
ションに固定され、通常は Reports Server のロケールと同じです。データベース・キャラク
タ・セットは、Reports Server のキャラクタ・セットのスーパーセットにする必要がありま
す。

Oracle Application Server Reports Services の多言語アプリケーションでのロケールの認識の多言語アプリケーションでのロケールの認識の多言語アプリケーションでのロケールの認識の多言語アプリケーションでのロケールの認識

多言語レポートでは、アプリケーションは次の 2 つの方法で Reports Server のロケールを動
的に決定できます。

� ユーザーのプロファイルに基づく方法

� ユーザーの入力に基づく方法

レポートを開発する場合は、いずれかの方法を選択する必要があります。

動的な環境切替え機能を使用すると、複数の言語をサポートできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 動的な環境切替えの詳細は、『Oracle Application Server 
Reports Services レポート Web 公開ガイド』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「Oracle Application Server Reports Services アプリケーション
でのページ・エンコーディングの指定」
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Oracle Application Server コンポーネント・アプリケーションでのロケール認識
Oracle Application Server Discoverer でのロケール認識でのロケール認識でのロケール認識でのロケール認識
Oracle Application Server Discoverer は、異なるロケールのユーザーを同時にサポートでき
ます。Discoverer では、クライアントと中間層サービスの間の通信に常に UTF-8 エンコー
ディングを使用します。ユーザーは、ユーザー・インタフェースに使用するロケールを明示
的に制御するか、または、Oracle Application Server Discoverer に自動的にデフォルトを決
定させます。優先順位は次のようになります。

1. Oracle Application Server Discoverer の URL に記載された言語およびロケールの設定

2. Discoverer Connection（Oracle Application Server Discoverer が Oracle Application 
Server Single Sign-On と統合された部分）で指定された言語とロケールの設定

3. ユーザーのブラウザで指定された言語とロケールの設定

4. Oracle Application Server の言語とロケール

たとえば、ユーザーが、言語およびロケールを German - Germanyに設定したブラウザを
使用して、Oracle Application Server Discoverer を起動する URL に移動するとします。戻さ
れる HTML ページはドイツ語で表示されます。言語およびロケールが English - USに設
定された「Discoverer Connection」をクリックすると、Discoverer のユーザー・インタ
フェースは英語で表示されます。これは、Discoverer Connection の設定がブラウザの設定
より優先されるためです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� HTML、XML および JSP のレポート出力のエンコーディングの詳細

は、「Oracle Application Server Reports Services における HTML での
ページ・エンコーディングの指定」の項を参照してください。

� コマンドラインでの NLS_LANG パラメータの指定の詳細は、「グロー
バル配置のための Oracle Application Server Reports Services の設定」
の項を参照してください。

� 動的な環境切替えの詳細は、『Oracle Application Server Reports 
Services レポート Web 公開ガイド』を参照してください。
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HTML 機能の
3

HTML 機能の実装機能の実装機能の実装機能の実装

この章の項目は次のとおりです。

� グローバル・アプリケーションの HTML 機能の実装

� HTML ページのエンコーディング

� HTML フォーム入力の処理

� HTTP ヘッダーのデコード

� URL のエンコーディング

� 複数言語のテキストに適応させるための HTML ページの書式設定

� HTML ページのコンテンツの翻訳のための構成
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グローバル・アプリケーションの HTML 機能の実装
グローバル・アプリケーションのグローバル・アプリケーションのグローバル・アプリケーションのグローバル・アプリケーションの HTML 機能の実装機能の実装機能の実装機能の実装
グローバル・インターネット・アプリケーションの拡張に使用可能な様々な HTML 機能が
あります。次の項では、グローバル・アプリケーションの設計時に必要な HTML 機能の一
部について説明します。

HTML ページのエンコーディングページのエンコーディングページのエンコーディングページのエンコーディング
HTML ページのエンコーディングは、ブラウザとインターネット・アプリケーションにとっ
て重要な情報です。ページ・エンコーディングページ・エンコーディングページ・エンコーディングページ・エンコーディングは、インターネット・アプリケーションが従
うロケール用に使用するキャラクタ・セットと見なすことができます。ブラウザでは、適切
なフォントとキャラクタ・セットのマッピング・テーブルを使用してページを表示できるよ
うに、ページ・エンコーディングについて認識している必要があります。インターネット・
アプリケーションでは、HTML フォームの入力データを処理できるように、HTML ページ・
エンコーディングについて認識している必要があります。HTML ページに対して適切なペー
ジ・エンコーディングを指定するには、インターネット・アプリケーションで次のことを行
う必要があります。

� ページ・エンコーディングの選択

� 指定のエンコーディングでの HTML コンテンツのエンコード

� エンコーディング名での HTML ページの正確な指定

単一言語アプリケーション用の単一言語アプリケーション用の単一言語アプリケーション用の単一言語アプリケーション用の HTML ページ・エンコーディングの選択ページ・エンコーディングの選択ページ・エンコーディングの選択ページ・エンコーディングの選択

HTML ページ・エンコーディングは、ユーザーのロケールに基づきます。アプリケーション
が単一言語の場合、インスタンスごとに 1 つのロケールがサポートされます。このため、そ
のロケールのシステム固有のエンコーディングで HTML ページをエンコードする必要があ
ります。エンコーディングは、Oracle HTTP Server 構成ファイルの NLS_LANGパラメータ
で指定された Oracle キャラクタ・セットと同一でなくてはなりません。

表 3-1 に、一般的に使用されるロケールのシステム固有のエンコーディングに対する Oracle
キャラクタ・セット名を、IANA（Internet Assigned Numbers Authority）エンコーディン
グ名と Java エンコーディング名とともに示します。単一言語アプリケーションには、これ
らのキャラクタ・セットを使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「単一言語アプリケーション・アーキテクチャに対する NLS_
LANG の設定」

表表表表 3-1 一般的に使用されるロケールのシステム固有のエンコーディング一般的に使用されるロケールのシステム固有のエンコーディング一般的に使用されるロケールのシステム固有のエンコーディング一般的に使用されるロケールのシステム固有のエンコーディング

言語言語言語言語 Oracle キャラクタ・セット名キャラクタ・セット名キャラクタ・セット名キャラクタ・セット名 IANA エンコーエンコーエンコーエンコー
ディング名ディング名ディング名ディング名

Java エンコーディエンコーディエンコーディエンコーディ
ング名ング名ング名ング名

西欧語 WE8MSWIN1252 ISO-8859-1 ISO8859_1
3-2 Oracle Application Server 10g グローバリゼーション・ガイド



HTML ページのエンコーディング
多言語アプリケーション用の多言語アプリケーション用の多言語アプリケーション用の多言語アプリケーション用の HTML ページ・エンコーディングの選択ページ・エンコーディングの選択ページ・エンコーディングの選択ページ・エンコーディングの選択

多言語アプリケーションでは、現行のユーザーのロケールに使用するエンコーディングを実
行時に決定し、そのロケールを表 3-1 に示すエンコーディングに対応付ける必要があります。

個別のロケールにそれぞれ異なるシステム固有のエンコーディングを使用するのではなく、
UTF-8 をすべてのページに使用することが可能です。UTF-8 エンコーディングを使用する
と、多言語アプリケーションのコードを簡単に記述できることに加えて、多言語コンテンツ
もサポートできます。実際に、多言語インターネット・アプリケーションを Perl で記述する
場合、HTML コンテンツを UTF-8 から各種ロケールのシステム固有のエンコーディングに
変換する直感的で効果的な方法がプログラミング環境にないので、HTML ページ・エンコー
ディングとして 適な選択は UTF-8 ということになります。

Netscape 4.x ブラウザで UTF-8 を使用する場合は、制限事項があります。

� HTTP マルチパート・リクエストには、非 ASCII ファイル名を入れることができません。

� Windows NT 4.0 のローカライズ・バージョンでは、ツールチップのアジア各国の文字
が文字化けします。

� ユーザーは、UTF-8 ページに使用するフォントを手動でユーザー設定項目に指定する必
要があります。

中欧語 EE8MSWIN1250 ISO-8859-2 ISO8859_2

日本語 JA16SJIS Shift_JIS MS932

繁体字中国語 ZHT16MSWIN950 Big5 MS950

簡体字中国語 ZHS16GBK GB2312 GBK

韓国語 KO16MSWIN949 EUC-KR MS949

アラビア語 AR8MSWIN1256 ISO-8859-6 ISO8859_6

ヘブライ語 IW8MSWIN1255 ISO-8859-8 ISO8859_8

キリル語 CL8MSWIN1251 ISO-8859-5 ISO8859_5

バルト語 BLT8MSWIN1257 ISO-8859-4 ISO8859_4

ギリシャ語 EL8MSWIN1253 ISO-8859-7 ISO8859_7

タイ語 TH8TISASCII TIS-620 TIS620

トルコ語 TR8MSWIN1254 ISO-8859-9 ISO8859_9

各国語共通 UTF8 UTF-8 UTF8

表表表表 3-1 一般的に使用されるロケールのシステム固有のエンコーディング（続き）一般的に使用されるロケールのシステム固有のエンコーディング（続き）一般的に使用されるロケールのシステム固有のエンコーディング（続き）一般的に使用されるロケールのシステム固有のエンコーディング（続き）

言語言語言語言語 Oracle キャラクタ・セット名キャラクタ・セット名キャラクタ・セット名キャラクタ・セット名 IANA エンコーエンコーエンコーエンコー
ディング名ディング名ディング名ディング名

Java エンコーディエンコーディエンコーディエンコーディ
ング名ング名ング名ング名
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Netscape 6 では、2 番目と 3 番目の制限事項が解決されています。

HTML ページに対するページ・エンコーディングの指定ページに対するページ・エンコーディングの指定ページに対するページ・エンコーディングの指定ページに対するページ・エンコーディングの指定
単一言語および多言語アプリケーションに対する 善策は、クライアント・ブラウザに返さ
れる HTML ページのエンコーディングを指定することです。HTML ページのエンコーディ
ングは、ブラウザに次の動作を指示します。

� 指定したエンコーディングに切り替える

� 指定したエンコーディングでユーザー入力を返す

HTML ページのエンコーディングを指定するには、次の 2 種類の方法があります。

� HTTP ヘッダー内のエンコーディングの指定

� HTML ページ・ヘッダー内のエンコーディングの指定

2 つの方法を併用する場合は、HTTP ヘッダー内のエンコーディングの指定が優先されます。

HTTP ヘッダー内のエンコーディングの指定ヘッダー内のエンコーディングの指定ヘッダー内のエンコーディングの指定ヘッダー内のエンコーディングの指定
HTTP の指定時に、Content-Type HTTP ヘッダーを追加します。これによって、コンテンツ
のタイプとキャラクタ・セットを指定します。Netscape 4.0 や Internet Explorer 4.0 以降な
どの一般的に使用されるブラウザでは、このヘッダーが正しく解析されます。Content-Type 
HTTP ヘッダーは、次のような構成になります。

Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-4

charsetパラメータでは、HTML ページのエンコーディングを指定します。charsetパラ
メータの有効な値は、ブラウザがサポートする文字エンコーディングの IANA 名です。表
3-1 に、一般的に使用される IANA 名を示します。

HTML ページ・ヘッダー内のエンコーディングの指定ページ・ヘッダー内のエンコーディングの指定ページ・ヘッダー内のエンコーディングの指定ページ・ヘッダー内のエンコーディングの指定
この方法は、主に静的な HTML ページに対して使用します。HTML ヘッダー内で次のよう
に文字エンコーディングを指定してください。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">

charsetパラメータでは、HTML ページのエンコーディングを指定します。charsetパラ
メータの有効な値は、ブラウザがサポートする文字エンコーディングの IANA 名です。表
3-1 に、一般的に使用される IANA 名を示します。
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Java サーブレットおよびサーブレットおよびサーブレットおよびサーブレットおよび JavaServer Pages でのページ・エンコーディングでのページ・エンコーディングでのページ・エンコーディングでのページ・エンコーディング
の指定の指定の指定の指定

単一言語でも多言語アプリケーションでも、contentTypeページ・ディレクティブを使用
する JavaServer Pages（JSP）の Content-Type ヘッダー内で HTML ページのエンコーディン
グを指定できます。たとえば、次のように設定します。

<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" %>

これは、JSP ファイルがクライアントに送信する応答に使用する MIME タイプと文字エン
コーディングです。JSP コンテナに対して有効な MIME タイプまたは IANA キャラクタ・
セット名を使用できます。デフォルトの MIME タイプは、text/htmlで、デフォルトの
キャラクタ・セットは ISO-8859-1 です。前述の例では、キャラクタ・セットが UTF-8 に設
定されています。contentTypeページ・ディレクティブのキャラクタ・セットは、JSP エ
ンジンに動的 HTML のエンコードを指示し、HTTP Content-Type ヘッダーに指定のキャラ
クタ・セットを設定します。

Java サーブレットの場合、サーブレット API の setContentType()メソッドをコールし
て、HTTP ヘッダー内のページ・エンコーディングを指定できます。次の doGet()関数は、
このメソッドをコールする方法を示しています。

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)throws 
ServletException, IOException
{

    // generate the MIME type and character set header
    response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
    ...
    // generate the HTML page
    Printwriter out = response.getWriter();
    out.println("<HTML>");
    ...
    out.println("</HTML>");
}

getWriter()メソッドは、setContentType()メソッド・コールで指定するキャラク
タ・セットを使用する出力ストリーム・ライターを初期化するので、getWriter()メソッ
ドの前に setContentType()メソッドをコールする必要があります。ライターに書き込ま
れ 終的にブラウザに書き込まれるすべての HTML コンテンツは、setContentType()
コールで指定するエンコーディングによってエンコードされます。
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PL/SQL Server Pages でのページ・エンコーディングの指定でのページ・エンコーディングの指定でのページ・エンコーディングの指定でのページ・エンコーディングの指定
次の 2 種類の方法で、PL/SQL フロントエンド・アプリケーションと PL/SQL Server Pages

（PSP）にページ・エンコーディングを指定できます。

� 該当する DAD の NLS_LANGパラメータにページ・エンコーディングを指定します。こ
の方法は、他のロケールをサポートするためにアプリケーション・コードを変更するこ
となくページ・エンコーディングを変更できるので、単一言語アプリケーションに対し
て使用します。

� PL/SQL プロシージャと PSP の内部からページ・エンコーディングを明示的に指定しま
す。明示的に指定されたページ・エンコーディングによって、NLS_LANGキャラクタ・
セットから引き継いだページ・エンコーディングが上書きされます。この方法は、実行
時に個別のロケールに対応して別々のページ・エンコーディングを使用できるので、多
言語アプリケーションに対して使用します。

指定されたページ・エンコーディングは、mod_plsqlモジュールと Web Toolkit に対して、
HTML ページの Content-Type ヘッダー内の該当する charsetパラメータにタグを付けて、
ページの内容を該当のキャラクタ・セットに変換することを指示します。

単一言語環境に対する単一言語環境に対する単一言語環境に対する単一言語環境に対する PL/SQL でのページ・エンコーディングの指定でのページ・エンコーディングの指定でのページ・エンコーディングの指定でのページ・エンコーディングの指定

単一言語アプリケーションで NLS_LANGパラメータからページ・エンコーディングを取得す
るには、Content-Type HTTP ヘッダーにページ・エンコーディングを指定しないでくださ
い。PL/SQL プロシージャで mime_header()へのコールがある場合は、次のように記述す
る必要があります。

owa_util.mime_header('text/html',false);

PSP では、コンテンツ・タイプ・ディレクティブを次のように記述する必要があります。

<%@ page contentType="text/html"%>

mime_header()関数コールまたはコンテンツ・タイプ・ディレクティブに指定されたペー
ジ・エンコーディングがない場合に、Web Toolkit API は、デフォルトで NLS_LANGキャラ
クタ・セットをページ・エンコーディングとして使用し、HTML コンテンツを NLS_LANG
キャラクタ・セットに変換します。また、Web Toolkit API は、Content-Type ヘッダーの
charsetパラメータにデフォルトのページ・エンコーディングを自動的に追加します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : DAD の設定の詳細は、「mod_plsql ランタイム用の転送モー
ドの設定」の項を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『PL/SQL ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』
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多言語環境に対する多言語環境に対する多言語環境に対する多言語環境に対する PL/SQL でのページ・エンコーディングの指定でのページ・エンコーディングの指定でのページ・エンコーディングの指定でのページ・エンコーディングの指定

JSP ページに指定するのと同じ方法で、PSP にページ・エンコーディングを指定できます。
次に示すディレクティブは、このページの HTTP Content-Type ヘッダー内のページ・エン
コーディングを設定するコードを生成するように PSP コンパイラに対して指示します。

<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" %>

PL/SQL プロシージャ用の Content-Type HTTP ヘッダー内のエンコーディングを指定する
には、PL/SQL プロシージャの Web Toolkit API を使用します。Web Toolkit API は、OWA_
UTLパッケージで構成され、このパッケージを使用して、次のように Content-Type ヘッ
ダーを指定することができます。

owa_util.mime_header('text/html', false, 'utf-8')

HTTP ヘッダーのコンテキストで mime_header()関数をコールする必要があります。これ
によって、HTTP レスポンスに次の Content-Type ヘッダーが生成されます。

Content-Type: text/html; charset=utf-8

ページ・エンコーディングを指定すると、Web Toolkit API は HTML コンテンツを指定の
ページ・エンコーディングに変換します。

Perl でのページ・エンコーディングの指定でのページ・エンコーディングの指定でのページ・エンコーディングの指定でのページ・エンコーディングの指定
mod_perl環境で実行する Perl スクリプトの場合、HTML ページに対するエンコーディン
グを HTTP Content-Type ヘッダー内で次のように指定します。

$page_encoding = 'utf-8';
$r->content_type("text/html; charset=$page_encoding");
$r->send_http_header;
return OK if $r->header_only;

単一言語アプリケーションに対する単一言語アプリケーションに対する単一言語アプリケーションに対する単一言語アプリケーションに対する Perl でのページ・エンコーディングの指定でのページ・エンコーディングの指定でのページ・エンコーディングの指定でのページ・エンコーディングの指定

単一言語アプリケーションの場合、HTML ページのエンコーディングは、次のキャラクタ・
セットと同一である必要があります。

� Perl スクリプトを実行する POSIX ロケールで使用するキャラクタ・セット

� Perl スクリプトがデータベースに接続する場合は、NLS_LANGパラメータで指定された
Oracle キャラクタ・セット

多言語アプリケーションに対する多言語アプリケーションに対する多言語アプリケーションに対する多言語アプリケーションに対する Perl でのページ・エンコーディングの指定でのページ・エンコーディングの指定でのページ・エンコーディングの指定でのページ・エンコーディングの指定

多言語アプリケーションの場合、Perl スクリプトは次に示す環境で実行する必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle HTTP Server 管理者ガイド』
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� NLS_LANGキャラクタ・セットと POSIX ロケールで使用するキャラクタ・セットが両方
とも UTF-8 である。

� UTF8 Perl プラグマが使用されている。

このプラグマは、Perl インタプリタに UTF-8 エンコーディングで識別子と文字列をエン
コードするように指示します。

この環境では、あらゆる言語のデータをスクリプトが UTF-8 で処理できます。ただし、スク
リプトから生成された動的 HTML ページのページ・エンコーディングは、UTF-8 ではない
可能性があります。その場合は、UNICODE::MAPUTF8 Perl モジュールを使用して UTF-8 か
らページ・エンコーディングにデータを変換します。

次の例に、UNICODE::MAPUTF8 Perl モジュールを使用して Shift_JIS エンコーディングで
HTML ページを生成する方法を示します。

use Unicode::MapUTF8 qw(from_utf8)
# This shows how the UTF8 Perl pragma is specified
# but is NOT required by the from_utf8 function.
use utf8;
...
$page_encoding = 'Shift_JIS';
$r->content_type("text/html; charset=$page_encoding");
$r->send_http_header;
return OK if $r->header_only;
...
#html_lines contains HTML content in UTF-8
print (from_utf8({ -string=>$html_lines, -charset=>$page_encoding}));
...

from_utf8()関数は、動的 HTML コンテンツを UTF-8 から charset引数で指定された
キャラクタ・セットに変換します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : UTF-8 プラグマの詳細は、『Oracle HTTP Server 管理者ガイ
ド』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : UNICODE::MAPUTF8 Perl モジュールのダウンロードは、
http://www.cpan.orgで行ってください。
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Oracle Application Server Mobile Services アプリケーションでのページ・アプリケーションでのページ・アプリケーションでのページ・アプリケーションでのページ・
エンコーディングの指定エンコーディングの指定エンコーディングの指定エンコーディングの指定

Mobile Services アプリケーションのページ・エンコーディングは、他の Java または JSP イ
ンターネット・アプリケーションと同様にそのアプリケーション内に指定されます。ペー
ジ・エンコーディングは、アプリケーションで生成された Mobile XML のエンコーディング
を指定します。ページ・エンコーディングは、Mobile XML プロローグおよび HTTP 
Content-Type ヘッダーに一貫して指定する必要があります。次の HelloGlobe.jspアプリ
ケーションに、Mobile XML プロローグのページ・エンコーディングの指定方法を示します。

例例例例 3-1 HelloGlobe.jsp

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> (1)
<%@ page contentType="text/vnd.oracle.mobilexml; charset=UTF-8"%> (2)
<SimpleResult>

<SimpleContainer>
<SimpleForm title="Hello Globe"

target="HelloGlobeReply.jsp" method="POST">
<SimpleFormItem name="UserName" title="Your Name:" />

</SimpleForm>
</SimpleContainer>

</SimpleResult>

この例では、行（1）で XML プロローグにコンテンツ・エンコーディングを設定し、行（2）
で HTTP Content-Type ヘッダーにコンテンツ・エンコーディングを設定しています。

Oracle Application Server Wireless は、Mobile XML を、XML プロローグおよび HTTP 
Content-Type ヘッダーに指定したエンコーディング情報からターゲット・デバイスでサポー
トされているページ・エンコーディングに変換します。その後、ターゲット・デバイスでサ
ポートされているマークアップ言語で、コンテンツをレンダリングします。XML プロロー
グおよび HTTP Content-Type ヘッダーに指定したエンコーディングに一貫性がない場合、
Oracle Application Server Wireless による Mobile XML 変換は正常に実行されません。

Oracle Application Server Web Cache 対応アプリケーションでのページ・エン対応アプリケーションでのページ・エン対応アプリケーションでのページ・エン対応アプリケーションでのページ・エン
コーディングの指定コーディングの指定コーディングの指定コーディングの指定

Edge Side Includes（ESI）の断片が、対応する ESI テンプレートとは異なるページ・エン
コーディングである場合、Oracle Application Server Web Cache がその断片をテンプレート
のページ・エンコーディングに変換します。これは、キャッシュされたページのコンテンツ
が複数のページ・エンコーディングで構成されないようにするためです。Oracle 
Application Server Web Cache でのキャラクタ・セット変換は、テンプレートと断片の両方
のページ・エンコーディングが認識されている場合にのみ実行されます。認識されていない
場合、Oracle Application Server Web Cache は、両方のページ・エンコーディングが同じで
あるとみなすため、断片を変換せずにテンプレートに埋め込みます。
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Oracle Application Server Web Cache は、HTTP レスポンスの Content-Type ヘッダー内での
みページ・エンコーディング情報を検索します。HTTP レスポンスのコンテンツ内のペー
ジ・エンコーディング情報は検索しません。

キャラクタ・セットを ESI の断片から ESI のテンプレートに変換しているときに情報が失わ
れないようにするには、アプリケーションで、ESI テンプレートのページ・エンコーディン
グのサブセットである ESI の断片のページ・エンコーディングを使用する必要があります。
開発者は、次のいずれかの方法でページ・エンコーディングを指定してください。

1. UTF-8 を ESI のテンプレートに対するページ・エンコーディングとして使用します。
UTF-8 は、他のすべての非 Unicode ページ・エンコーディングのスーパーセットである
ためです。

2. ESI の断片および ESI テンプレートに同じページ・エンコーディングを使用します。こ
の場合、キャラクタ・セットの変換は実行されません。

Oracle Application Server Reports Services アプリケーションでのページ・エンアプリケーションでのページ・エンアプリケーションでのページ・エンアプリケーションでのページ・エン
コーディングの指定コーディングの指定コーディングの指定コーディングの指定

Reports Services アプリケーションに対して使用するページ・エンコーディングは、作成す
るレポートのタイプによって異なります。この項では、Reports Services のページ・エン
コーディング・オプションについて説明します。

Web 用用用用 JSP レポートでのページ・エンコーディングの指定レポートでのページ・エンコーディングの指定レポートでのページ・エンコーディングの指定レポートでのページ・エンコーディングの指定
Reports Builder の Web Source Editor を使用して、JSP または HTML にページ・エンコー
ディングを指定できます。

Oracle Application Server Reports Services におけるにおけるにおけるにおける HTML でのページ・エでのページ・エでのページ・エでのページ・エ
ンコーディングの指定ンコーディングの指定ンコーディングの指定ンコーディングの指定
ページ・ヘッダー内の HTML ページ・エンコーディングの指定。たとえば、日本語のキャ
ラクタ・セットを指定するには、次のタグをページ・ヘッダーに記述します。

<META http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=SHIFT_JIS">

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、「HTML ページ・ヘッダー内のエンコーディングの指
定」の項および「Java サーブレットおよび JavaServer Pages でのページ・
エンコーディングの指定」の項を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「HTML ページ・ヘッダー内のエンコーディングの指定」
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Reports Builder は、このタグを Before Report Valueと Before Form Valueプロパ
ティによってレポートに追加します。これらのプロパティのデフォルト値は、次のようにな
ります。

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=&Encoding"></head>

Oracle Application Server Reports Services の NLS_LANG設定に対応する IANA ロケール名
が、実行時に &Encodingに動的に割り当てられます。このように、適切なロケールを指定
するためにレポートまたは Oracle Application Server Reports Services の設定を変更する必
要はありません。

Oracle Application Server Reports Services におけるにおけるにおけるにおける XML でのページ・エンでのページ・エンでのページ・エンでのページ・エン
コーディングの指定コーディングの指定コーディングの指定コーディングの指定
通常、XML を使用する場合は、出力された XML ファイルの 初の行に Prolog として次の
ような文を記述することによって、XML のエンコーディングを指定します。

<?xml version="1.0" encoding="SHIFT_JIS"?>

レポートでこの Prolog を設定するには、レポートの XML Prolog Valueプロパティを指
定するか、SRW.SET_XML_PROLOGビルトインを使用します。XML Prolog Valueプロパ
ティのデフォルト値は次のとおりです。

<?xml version="1.0" encoding="&Encoding"?>

この場合、Reports は値セット NLS_CHARACTERSETを XML 仕様で必要な形式に変換しま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、Reports Builder のオンライン・ヘルプを参照してく
ださい。

注意注意注意注意 : マッピングを上書きするには、エントリを REPORTS_NLS_XML_
CHARSET に追加します。構文は次のようになります。

<old_name>=<new_name>[;<old_name>=<new_name>][;<old_name>=<new_
name>]...

次に例を示します。

ISO-8859-8=ISO-8859-8-1;CSEUCKR=EUC-KR;WINDOWS-949=EUC-KR;EUC-CN=GBK
;WINDOWS-936=GBK

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  詳細は、Reports Builder のオンライン・ヘルプを参照してく
ださい。
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HTML フォーム入力の処理フォーム入力の処理フォーム入力の処理フォーム入力の処理
アプリケーションは、HTML フォームを生成してユーザー入力を取得します。Netscape お
よび Internet Explorer ブラウザの場合、入力のエンコーディングは必ず POST リクエストお
よび GET リクエストの両方のフォームのエンコーディングと一致しています。つまり、
フォームのエンコーディングが UTF-8 である場合、ブラウザが返す入力テキストは UTF-8
でエンコードされます。このように、インターネット・アプリケーションは、情報をリクエ
ストする HTML フォームに対応するエンコーディングを指定することによって、フォーム
入力のエンコーディングを制御できます。

ブラウザが入力を POST リクエストに渡す方法は、入力を GET リクエストに渡す方法と異
なります。

� POST リクエストの場合、ブラウザは入力を Request Body の一部として渡します。8
ビットのデータを渡すことができます。

� GET リクエストの場合、ブラウザは、すべての非 ASCII バイトが %XXとしてエンコード
される埋込み問合せ文字列を URL の一部として、入力情報を渡します。XXとは、バイ
トのバイナリ値の 16 進表現です。

HTML 標準では、名前と番号が付与されたエンティティが許可されます。これらの特殊な
コードによって、ユーザーは文字を指定することができます。たとえば、&aelig;と
&#230;は両方とも æ という文字を指しています。これらのエンティティの表は、次の Web
サイトを参照してください。

http://www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html

ブラウザの中には、HTML フォームのエンコーディングでエンコードできない入力文字に対
して名前と番号が付与されたエンティティを生成するものがあります。たとえば、HTML エ
ンコーディングが Big5 の場合、ユーロ文字および文字 à（Unicode 値はそれぞれ 8364 と
224）は Big5 エンコーディングでエンコードできないため、&#8364;および &agrave;と
して送信されます。ただし、HTML フォームのページ・エンコーディングが UTF-8 である
場合、すべての文字が UTF-8 でエンコード可能なので、ブラウザは番号または名前が付与さ
れたエンティティを生成する必要がありません。UTF-8 以外のページ・エンコーディングを
サポートするインターネット・アプリケーションは、番号と名前が付与されたエンティティ
を処理できる必要があります。

Java でのでのでのでの HTML フォーム入力の処理フォーム入力の処理フォーム入力の処理フォーム入力の処理
Apache JServ、サーブレット API 実装など、大部分の JSP とサーブレット・コンテナでは、
受信フォーム入力が ISO-8859-1 エンコーディングであることが前提になっています。その結
果、HttpServletRequest.getParameter() API がコールされると、入力テキスト内に
埋め込まれた %XXデータがすべてデコードされ、デコードされた入力が ISO-8859-1 から
Unicode に変換されて Java 文字列として返されます。HTML フォームのエンコーディング
が ISO-8859-1 でない場合、返される Java 文字が正しくありません。ただし、フォーム入力
データを変換することによって、この問題を回避できます。JSP または Java サーブレットが
Java 文字列でフォーム入力を受け取る場合、元のフォームにバイトで戻して元のフォームを
適切なエンコーディングに基づく Java 文字列に変換する必要があります。
3-12 Oracle Application Server 10g グローバリゼーション・ガイド



HTML フォーム入力の処理
次のコードは、Java 文字列を適切なエンコーディングに変換しています。Java 文字列の
realは、UTF-8 フォームから適切な文字を保存するために初期化されます。

String original = request.getParameter("name");
try
{
    String real = new String(original.getBytes("8859_1"),"UTF8");
}
catch (UnsupportedEncodingException e)
{
    String real = original;
}

Java エンコーディング名のほかにも、IANA エンコーディング名を Java 関数の別名として
使用できます。

OC4J はサーブレット API 2.3 を実装しているので、getParameter()関数をコールする前
に HTTP リクエスト・オブジェクトの CharEncoding属性を設定することによって、適切
な入力を取得できます。次のコードを使用します。

request.setCharacterEncoding("UTF8");
String real = request.getParameter("name");

PL/SQL でのでのでのでの HTML フォーム入力の処理フォーム入力の処理フォーム入力の処理フォーム入力の処理
ブラウザはフォーム入力を PL/SQL プロシージャの引数として PL/SQL プロシージャに渡
します。ブラウザが POST リクエストまたは GET リクエストを発行する場合、まず、リク
エストする HTML フォームのエンコーディングでフォーム入力を mod_plsqlモジュール
に送信します。次に、mod_plsqlモジュールは、入力内のすべての %XXエスケープ・シー
ケンスを実際のバイナリ表現にデコードします。それから、リクエストに応える PL/SQL プ
ロシージャに入力を渡します。

VARCHAR2データ型でフォーム入力を受け入れるために使用する PL/SQL 引数を構成する必
要があります。VARCHAR2のデータは、常にデータベース・キャラクタ・セットでエンコー
ドされます。たとえば、次の PL/SQL プロシージャは、VARCHAR2で 2 つのパラメータを受
け入れます。

procedure test(name VARCHAR2, gender VARCHAR2)
begin
...
end;

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 一般的に使用される IANA と Java のエンコーディング名の
マッピングについては、表 3-1 を参照してください。
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mod_plsqlモジュールは、デフォルトで、PL/SQL プロシージャの引数をバインドすると
きに、PL/SQL プロシージャが VARCHAR2データ型であることを前提とします。VARCHAR2
を引数データ型として使用することは、モジュールが Oracle のライブラリに含まれる
Oracle キャラクタ・セット変換機能を使用して、フォーム入力データをユーザーのページ・
エンコーディングでもある NLS_LANGキャラクタ・セットからデータベース・キャラクタ・
セットに変換することを意味します。該当する DAD は、NLS_LANGキャラクタ・セットを
指定します。その結果、VARCHAR2として渡された引数は、すでにデータベース・キャラク
タ・セットでエンコードされ、PL/SQL プロシージャ内で使用する準備ができている状態に
なります。

単一言語アプリケーションに対する単一言語アプリケーションに対する単一言語アプリケーションに対する単一言語アプリケーションに対する PL/SQL でのでのでのでの HTML フォーム入力の処理フォーム入力の処理フォーム入力の処理フォーム入力の処理

単一言語アプリケーションを配置する場合、DAD で指定された NLS_LANGキャラクタ・
セットは、ロケールとして選択されたフォーム入力とページ・エンコーディングのキャラク
タ・セットと同じです。この結果、VARCHAR2引数として渡されたフォーム入力は、データ
ベース・キャラクタ・セットに透過的に変換され、使用する準備ができている状態になりま
す。

多言語アプリケーションに対する多言語アプリケーションに対する多言語アプリケーションに対する多言語アプリケーションに対する PL/SQL でのでのでのでの HTML フォーム入力の処理フォーム入力の処理フォーム入力の処理フォーム入力の処理

多言語アプリケーションを配置する場合、該当するロケールに対して、ユーザーが選択する
ページ・エンコーディングによって異なるキャラクタ・セットでフォーム入力をエンコード
できます。フォーム入力のキャラクタ・セットは常に NLS_LANGキャラクタ・セットと同一
であるとはかぎらないので、Oracle キャラクタ・セット変換機能を使用することはできませ
ん。この変換機能を使用すると、入力データが破損します。この問題を解決するには、デー
タベース・キャラクタ・セットと同一の NLS_LANGキャラクタ・セットを該当する DAD で
指定して、Oracle キャラクタ・セット変換機能を無効化します。変換機能を無効化したら、
PL/SQL プロシージャは、フォーム入力を VARCHAR2引数として受け取ります。引数を使用
する前に、引数をフォーム入力エンコーディングからデータベース・キャラクタ・セットに
変換する必要があります。次のコードを使用すると、引数を ISO-8859-1 キャラクタ・セット
から UTF-8 に変換できます。

procedure test(name VARCHAR2, gender VARCHAR2)
begin

name := CONVERT(name, 'AMERICAN_AMERICA.UTF8',
AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252')

gender := CONVERT(gender, 'AMERICAN_AMERICA.UTF8',
 AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252')

...
end;

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「NLS_LANG パラメータの設定」
3-14 Oracle Application Server 10g グローバリゼーション・ガイド



HTML フォーム入力の処理
Perl でのでのでのでの HTML フォーム入力の処理フォーム入力の処理フォーム入力の処理フォーム入力の処理
Oracle HTTP Server の mod_perl環境では、GET リクエストは、POST リクエストと異な
る方法で、入力を Perl スクリプトに渡します。スクリプトで両方のタイプのリクエストを処
理することをお薦めします。次のコードでは、nameパラメータの入力値を HTML フォーム
から取得しています。

my $r = shift;
my %params = $r->method eq 'POST' ? $r->content : $r->args ;
my $name = $params{'name'} ;

多言語 Perl スクリプトでは、HTML フォームのページ・エンコーディングは、Perl スクリ
プトで使用される UTF-8 エンコーディングと異なる場合があります。この場合、処理前に入
力データをページ・エンコーディングから UTF-8 に変換する必要があります。次の例に、
Unicode::MapUTF8 Perl モジュールが文字列を Shift_JIS から UTF-8 に変換する方法を示
します。

use Unicode::MapUTF8 qw(to_utf8);
# This is to show how the UTF8 Perl pragma is specified,
# and is NOT required by the from_utf8 function.
use utf8;
...
my $page_encoding = 'Shift_JIS';
my $r = shift;
my %params = $r->method eq 'POST' ? $r->content : $r->args ;
my $name = to_utf8({-string=>$params{'name'}, -charset=>$page_encoding});
...

to_utf8()関数は、あらゆる入力文字列を指定のエンコーディングから UTF-8 に変換します。

Oracle Application Server Mobile Services アプリケーションでのフォーム入力アプリケーションでのフォーム入力アプリケーションでのフォーム入力アプリケーションでのフォーム入力
の処理の処理の処理の処理

OracleAS Wireless Tools の管理ツールを使用して、モバイル・サービスを Oracle 
Application Server Wireless に登録する場合は、サービスの入力エンコーディング・パラ
メータを指定する必要があります。Oracle Application Server Wireless は、サービスの入力
エンコーディング・パラメータに指定されたエンコーディングを使用して URL パラメータ
をエンコードします。モバイル・サービス・アプリケーションは、入力エンコーディング・
パラメータと同じエンコーディングを使用して、ターゲットのモバイル・デバイスからの入
力を解釈できるように作成する必要があります。次の HelloGlobeReply.jspの例に、
サービス HelloGlobe.jsp（例 3-1 を参照）からのレスポンスの処理方法について示しま
す。
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例例例例 3-2 HelloGlobeReply.jsp

<%xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<%@ page contentType="text/vnd.oracle.mobilexml; charset=UTF-8"%>
<%

request.setCharaecterEncoding("UTF-8"); (1)
String name = request.getParameter("UserName");

%>
<SimpleResult>

<SimpleContainer>
<SimpleText>

<SimpleTextItem>Hello <%=name%> !</SimpleTextItem>
</SimpleText>

</SimpleContainer>
</SimpleResult>

この例では、行（1）で、UTF-8 を使用してパラメータをエンコードすることを指定してい
ます。

これは、HelloGlobe.jspのマスター・サービスの作成時に、入力エンコーディング・パ
ラメータが UTF-8 として指定されることを前提としています。モバイル・サービス・アプリ
ケーションでは、ターゲット・デバイスから受信するすべての入力パラメータに同じエン
コーディングを指定する必要があります。

HTTP ヘッダーのデコードヘッダーのデコードヘッダーのデコードヘッダーのデコード
Oracle Application Server に固有のすべての HTTP ヘッダーでは、非 ASCII 文字を含むすべ
ての値が、RFC 2047 仕様に従って MIME タイプにエンコードされます。エンコードされた
ヘッダーは、アプリケーションで使用する前に適切にデコードする必要があります。Oracle 
Application Server に配置されたアプリケーションがこれらの HTTP ヘッダーを受信する場
合があります。

Oracle Application Server Single Sign-On からのからのからのからの HTTP ヘッダーのデコードヘッダーのデコードヘッダーのデコードヘッダーのデコード
アプリケーションが Oracle Application Server Single Sign-On（SSO）を使用してユーザー
を認証する場合、SSO が送信するヘッダーをデコードする必要があります。エンコードされ
た非 ASCII 文字が値に含まれるヘッダーには、次のものがあります。

� REMOTE_USER

� Osso-User-Dn

� Osso-Subscriber

� Osso-Subscriber-Dn
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OC4J に配置された Java ベースの Web アプリケーションの場合、REMOTE_USERヘッダーは
HTTPServletRequest.getRemoteUser()メソッドですでにユーザー用に解析されてい
て、REMOTE_USERヘッダーは HTTP リクエストから削除されています。他のタイプの Web
アプリケーションの場合、REMOTE_USERヘッダーは存在していて、他のヘッダーとともに
適切にデコードする必要があります。ヘッダー値のデコードには、Java Mail API の
javax.mail.internet.MimeUtilityパッケージを使用します。詳細は、「Oracle 
Application Server Wireless Services での文字列型のモバイル・コンテキスト情報ヘッダー
のデコード」の項の例を参照してください。

PL/SQL アプリケーションの場合は、ユーザーが独自のコードを作成してこれらのヘッダー
値をデコードする必要があります。

Oracle Application Server Wireless Services での文字列型のモバイル・コンテでの文字列型のモバイル・コンテでの文字列型のモバイル・コンテでの文字列型のモバイル・コンテ
キスト情報ヘッダーのデコードキスト情報ヘッダーのデコードキスト情報ヘッダーのデコードキスト情報ヘッダーのデコード

ログイン・ユーザー名（X-Oracle-User.name）、ユーザーの表示名
（X-Oracle-User.DisplayName）、ロケーションの住所行
（X-Oracle.User.Location.AddressLine1）などの文字列型のモバイル・コンテキス
ト情報は、HTTP ヘッダーに MIME タイプでエンコードされます。アプリケーションは、そ
れらを HTTP リクエストから取得した後、デコードする必要があります。たとえば、JSP ア
プリケーションは、ユーザーの表示名を次のとおり取得してデコードします。

<@ page import="java.io.*" %>
<@ page import="javax.mail.internet.MimeUtility" %>
<%

String rawDisplayName = request.getHeader("X-Oracle-User.DisplayName");
String displayName = null;
try
{

displayName = MimeUtility.decodeText(rawDisplayName);
}
catch (UnsupportedEncodingException e)
{

// don't care
displayName = rawDisplayName;

}
%>

URL のエンコーディングのエンコーディングのエンコーディングのエンコーディング
HTML ページに埋込み問合せ文字列を持つ URL が含まれる場合は、%XXフォーマットの問
合せ文字列のあらゆる非 ASCII バイトをエスケープする必要があります。 %XXとは、バイト
のバイナリ値の 16 進表現です。たとえば、"Schloß," というドイツ語の名前を含む UTF-8 
JSP ページを指す URL をインターネット・アプリケーションに埋め込む場合、次のように
URL をエンコードする必要があります。
HTML 機能の実装 3-17



URL のエンコーディング
http://host.domain/actionpage.jsp?name=Schlo%c3%9f

この c3と 9fは、UTF-8 エンコーディングにおける ßという文字の 16 進バイナリ値を示し
ています。

URL をエンコードする場合は、必ず次の作業を実施します。

� URL をターゲット・オブジェクトで想定されるエンコーディングに変換します。このエ
ンコーディングは通常、ユーザーのアプリケーションで使用されるページ・エンコー
ディングと同じです。

� URL の非 ASCII バイトを %XXフォーマットにエスケープします。

大部分のプログラミング環境には、URL のエンコードおよびデコードを行うための API が
あります。次の項では、様々な環境での URL エンコーディングについて説明します。

� Java での URL エンコーディング

� PL/SQL での URL のエンコーディング

� Perl での URL エンコーディング

Java でのでのでのでの URL エンコーディングエンコーディングエンコーディングエンコーディング
JSP または Java サーブレットで URL を構成する場合は、8 ビットのバイトを、パーセント
符号を先頭に付けた 16 進値を使用してすべてエスケープする必要があります。JDK 1.4 以上
に含まれる URLEncoder.encode(String s, String enc)関数を使用すると、特定の
HTML ページ・エンコーディングの URL をエスケープできます。2 番目の引数のページ・
エンコーディングに対応する、正しい Java エンコーディング名を指定する必要があります。
一般的なページ・エンコーディングの Java エンコーディング名については、表 3-1 を参照し
てください。

JDK 1.1、1.2 または 1.3 を使用している場合は、URLEncoder.encode(String s)関数の
みを利用できます。この関数は、デフォルトの Java エンコーディングの URL のみをエン
コードします。他のエンコーディングの URL でこの関数を使用可能にするには、選択した
エンコーディングに基づいて、URL の非 ASCII 文字を 16 進表現にエスケープするコードを
追加する必要があります。

次のコードは、UTF-8 エンコーディングに基づいて URL をエンコードする方法の例を示し
ています。

String unreserved = new String("/\\- _.!~*'()
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789");
StringBuffer out = new StringBuffer(url.length());
for (int i = 0; i < url.length(); i++)
{

int c = (int) url.charAt(i);
if (unreserved.indexOf(c) != -1) {

if (c == ' ') c = '+';
out.append((char)c);
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continue;
}
byte [] ba;
try {

ba = url.substring(i, i+1).getBytes("UTF8");
} catch (UnsupportedEncodingException e) {

ba = url.getBytes();
}
for (int j=0; j < ba.length; j++)
{

out.append("%" + Long.toHexString((long)(ba[j]&0xff)).toUpperCase());
}

}
String encodedUrl = out.toString();

PL/SQL でのでのでのでの URL のエンコーディングのエンコーディングのエンコーディングのエンコーディング
Oracle9i では、UTL_URLパッケージの ESCAPE()関数をコールして PL/SQL で URL をエ
ンコードできます。ESCAPE()関数は次のようにコールします。

encodedURL varchar2(100);
url varchar2(100);
charset varchar2(40);
...
encodedURL := UTL_URL.ESCAPE(url, FALSE, charset);

url引数は、エンコードする URL です。charset引数は、エンコードされた URL に使用
する文字エンコーディングを指定します。charset引数として妥当な Oracle キャラクタ・
セット名を使用してください。データベース・キャラクタ・セットで URL をエンコードす
るには、必ず charset引数に NULL を指定します。

Perl でのでのでのでの URL エンコーディングエンコーディングエンコーディングエンコーディング
Perl で URL をエンコードするには、Apache::Utilモジュールの escape_uri()関数を
次のように使用します。

use Apache::Util qw(escape_uri);
...
$escaped_url   = escape_uri( $url );
...

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 通常使用される Oracle キャラクタ・セット名の一覧は、表
3-1 を参照してください。
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escape_uri()関数は、$url入力引数からバイトを取得し、%XXフォーマットにエンコー
ドします。URL を別の文字エンコーディングでエンコードする場合は、escape_uri()関
数をコールする前に URL をターゲットのエンコーディングに変換する必要があります。Perl
では、文字変換のためのモジュールがいくつか提供されています。

複数言語のテキストに適応させるための複数言語のテキストに適応させるための複数言語のテキストに適応させるための複数言語のテキストに適応させるための HTML ページの書式設定ページの書式設定ページの書式設定ページの書式設定
次のガイドラインに従って、HTML ページのフォーマットを設計します。

� セル幅をハードコードするのではなく、囲まれたテキストが広がるように表セルをサイ
ズ変更できるようにします。次に、セル幅をハードコードする例を示します。

<TD WIDTH="50">

セル幅を指定する必要がある場合は、width の値を外部化して、翻訳者が翻訳対象テキ
ストに合せて調整できるようにします。

� アプリケーションがサポートするすべての言語の絵文字がフォントに含まれているとは
かぎらないので、HTML ページで直接フォントを指定しないでください。そのかわり
に、各要素はフォントとフォント・サイズを指定するカスケーディング・スタイル・
シート（CSS）のクラスから継承します。 

� アラビア語やヘブライ語などの右から左に記述する言語の場合、ページの <HTML>タグ
に DIR属性を指定して、右から左へ言語を表示することを示す必要があります。<HTML 
DIR="RTL">タグによって、HTML ページのすべてのコンポーネントが HTML タグの
方向に従うことになります。開発者にとって透過的に方向を設定するには、CSS ファイ
ルで次のように方向を設定します。

HTML{ direction:rtl }

CSS レベル 2 には、Internet Explorer 5.0 でサポートする方向プロパティが採用されまし
た。

� テキスト位置合せは、テキストの方向に依存する必要があります。HTML では、LEFT
および RIGHT は絶対的な位置合せです。英語などのようにテキストの方向が左から右
の場合は、位置合せを LEFT にする必要があります。ヘブライ語などのようにテキスト
の方向が右から左の場合は、位置合せを RIGHT にする必要があります。

� カスケーディング・スタイル・シート（CSS）を各種のロケールやグループ用に作成し
て、それを HTML ページのレンダリングの制御に使用することをお薦めします。CSS
の使用によって、ロケール固有の書式設定情報を HTML ページから切り離します。ア
プリケーションは、ユーザーのロケールに該当する CSS 参照を HTML ページに動的に
生成して、ページを該当のロケール固有のフォーマットでレンダリングできるようにす
る必要があります。CSS ファイルのロケール固有情報には、次の項目を指定する必要が
あります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Perl 文字変換モジュールについては、
http://www.cpan.orgを参照してください。
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� フォントの名前とサイズ

� 位置合せ（右から左へ記述する言語でのみサポート）

� テキストの方向（右から左へ記述する言語でのみサポート）

HTML ページのコンテンツの翻訳のための構成ページのコンテンツの翻訳のための構成ページのコンテンツの翻訳のための構成ページのコンテンツの翻訳のための構成
HTML ページに表示されるユーザー・インタフェース（UI）とコンテンツは、翻訳する必
要があります。HTML ページのコンテンツの翻訳可能なソースは、次のカテゴリに属しま
す。

� HTML、イメージおよびカスケーディング・スタイル・シート（CSS）などの静的ファ
イル

� Java サーブレットと JSP で使用される Java リソース・バンドルとして保存された静的 UI
文字列

� C/C++ プログラムと Perl スクリプトで使用される POSIX メッセージ・ファイルとして
保存された静的 UI 文字列

� PL/SQL プロシージャおよび PL/SQL Server Pages で使用されるデータベース内のリ
レーショナル・データとして保存された静的 UI 文字列

� データベース内に保存された製品情報などの動的コンテンツ

この項の項目は次のとおりです。

� HTML ページ・コンテンツの翻訳ガイドライン

� 翻訳用の静的ファイルの構成

� Java サーブレットと JavaServer Pages 用の翻訳可能な静的文字列の構成

� C/C++ と Perl での翻訳可能な静的文字列の構成

� メッセージ・テーブルにおける翻訳可能な静的文字列の構成

� 翻訳可能な動的コンテンツのアプリケーション・スキーマでの構成

HTML ページ・コンテンツの翻訳ガイドラインページ・コンテンツの翻訳ガイドラインページ・コンテンツの翻訳ガイドラインページ・コンテンツの翻訳ガイドライン
翻訳可能なコンテンツを作成する場合、開発者は次の翻訳ガイドラインに従う必要がありま
す。

� Java サーブレット、JavaServer Pages、Perl スクリプト、PL/SQL プロシージャおよび
PL/SQL Server Pages などのプログラムで使用される静的かつ翻訳可能な UI 文字列を
すべてリソース・ファイルに外部化します。これらのリソース・ファイルは、プログラ
ム・コードから独立して翻訳できます。
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� HTML ページ内のすべての動的テキストは、翻訳されたテキストが拡張されたときに隣
のオブジェクトと重ならないように、30% 以上拡張できるようにする必要があります。
HTML ページは、文字列が 30% 拡張されても問題なく表示されるようにする必要があ
ります。 

� 実行時に文を構成して、文字列の連結を回避します。連結され翻訳された文字列は、元
の文字列と同じ意味にならないことがあります。各種プログラミング言語に提供されて
いる文字列書式関数を使用して、実行時の値をプレースホルダとして代入します。 

� 翻訳が困難になることが多いので、イメージや図形にテキストを埋め込まないようにし
ます。 

� JavaScript コードには、翻訳可能な文字列を記述しないでください。JavaScript は翻訳が
困難です。そのかわりに、アプリケーションは、翻訳可能な文字列がある場合は、その
文字列をリソース・ファイルやメッセージ・テーブルに外部化する必要があります。ア
プリケーションは、JavaScript コードを実行時に構成し、動的テキストをユーザーのロ
ケールに対応するテキストに置き換える必要があります。

� アプリケーションの初期のリリースでは翻訳が使用できないことが多いので、該当する
変換が使用できないときにアプリケーションが機能するようにアプリケーションに代替
メカニズムを組み込むことが重要です。代替メカニズムは、英語の情報を使用するとい
う簡単な方法か、または、使用可能な も類似した言語を使用するという複雑な方法を
取ることができます。たとえば、fr-CAロケールはフランス語（カナダ）です。この言
語を代替する場合、fr（フランス語）または en（英語）になります。 も類似した使
用可能な言語は、ISO ロケール名の地域の部分を取り除いた部分が同じものです。代替
メカニズムの動作は、アプリケーションによって決定されます。

翻訳用の静的ファイルの構成翻訳用の静的ファイルの構成翻訳用の静的ファイルの構成翻訳用の静的ファイルの構成
翻訳用のロケール固有のディレクトリ下にファイルを zip できるように、翻訳可能でない静
的ファイルの入ったディレクトリとは別のディレクトリに、翻訳可能な HTML、イメージお
よび CSS ファイルを構成する必要があります。ディレクトリ構造を定義してそれらのファイ
ルを保存するには、数多くの方法があります。たとえば、次のように設定します。

/docroot/images         - Non-translatable images
/docroot/html           - HTML common to all languages
/docroot/css            - Style sheets common to all languages
/docroot/<lang>         - Locale directory such as en, fr, ja etc.
/docroot/<lang>/images  - Images specific for <lang>
/docroot/<lang>/html    - HTMLs specific for <lang>
/docroot/<lang>/css     - Style sheets specific for <lang>
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<lang>プレースホルダを ISO ロケール名で置換できます。前述の構造に基づいて、URL を
パラメータとして受け取り、この構造から使用可能な言語を検索する
getLocalizedURL() というユーティリティ関数を記述する必要があります。HTML、イ
メージまたは CSS ファイルを参照しないかぎり、インターネット・アプリケーションからこ
の関数をコールして、現行のロケールに該当する翻訳済ファイルのパスを構成し、翻訳がな
い場合は適切な代替策を実行する必要があります。たとえば、パス
/docroot/html/welcome.htmlが getLocalizedURL()関数に渡され、現行のロケー
ルが fr_CAである場合、関数は次の順番でファイルを検索します。

/docroot/fr_CA/html/welcome.html
/docroot/fr/html/welcome.html
/docroot/en/html/welcome.html
/docroot/html/welcome.html

関数は 初に検索されたファイルを返します。この関数は、現行のロケールに該当する翻訳
済のバージョンがない場合には必ず英語に戻ります。

UTF-8 をページ・エンコーディングとして使用するインターネット・アプリケーションの場
合、静的 HTML ファイルのエンコーディングも UTF-8 である必要があります。ただし、通
常、翻訳者は翻訳された HTML ファイルをターゲット言語のシステム固有のエンコーディ
ングでエンコードします。翻訳された HTML を UTF-8 に変換するには、Oracle Application 
Server に添付されている JDK native2asciiユーティリティを使用します。

たとえば、Shift_JIS でエンコードされている日本語の HTML ファイルを UTF-8 に変換しま
す。

1. <meta>タグ内の Content-Type HTML ヘッダー内の charsetパラメータ値を UTF-8
に置換します。

2. native2asciiユーティリティを使用して、日本語 HTML ファイルを
japanese.unicodeという名前の新しいファイルにコピーします。

native2ascii -encoding MS932 japanese.html japanese.unicode

3. native2asciiユーティリティを使用して、新ファイルを Unicode に変換します。

native2ascii -reverse -encoding UTF8 japanese.unicode japanese.html

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i SQLJ 開発者ガイドおよびリファレンス』

� http://java.sun.comで JDK に関するドキュメントを参照してくださ

い。

native2asciiユーティリティの詳細は、前述のドキュメントを参照し
てください。
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Java サーブレットとサーブレットとサーブレットとサーブレットと JavaServer Pages 用の翻訳可能な静的文字列の構成用の翻訳可能な静的文字列の構成用の翻訳可能な静的文字列の構成用の翻訳可能な静的文字列の構成
Java サーブレットと JSP 内の翻訳可能な文字列を Java リソース・バンドルに外部化して、
これらのリソース・バンドルが Java コードから独立して翻訳できるようにする必要があり
ます。翻訳後、リソース・バンドルは英語のバンドルと同じクラス名になりますが、Java ロ
ケール名が接尾辞として付けられます。英語のリソース・バンドルと同じディレクトリにバ
ンドルを配置して、Java リソース・バンドルの参照メカニズムが正常に機能するようにする
必要があります。

JSP 文字列のリソース・バンドルへの外部化については、JSP の使用目的を無視しているよ
うに見えるので、同意しない人々もいます。JSP 文字列の外部化には 2 つの理由があります。

� JSP の翻訳は、翻訳者にとってなじみのない Java コードで構成されているため、誤りが
発生しやすい傾向があります。

� 翻訳プロセスを開発プロセスと切り離して、翻訳を JSP の開発と並行して実施できるよ
うにする必要があります。これによって、翻訳された JSP を埋込み型 Java コードのエ
ラーが修正された 新の JSP にマージする作業が大幅に軽減されます。

Java プログラムでリソース・バンドルを使用するには、ResourceBundleクラスのサブク
ラスを独自に指定します。さらに、Java では ResourceBundle抽象クラスの 2 つのサブク
ラス、ListResourceBundleと PropertyResourceBundleを利用できます。
ResourceBundleクラスの実装は、ListResourceBundleのサブクラスにすることをお
薦めします。主な理由は次のとおりです。

� リスト・リソース・バンドルは、基本的にはコンパイルが必要な Java プログラムです。
コンパイル時に翻訳のエラーを見つけることができます。プロパティ・リソース・バン
ドルは、Java から直接読み込まれるテキスト・ファイルです。翻訳のエラーは、実行時
にのみ見つけることができます。

� プロパティ・リソース・バンドルは、インターネット・アプリケーション内のすべての
文字列データをユーザーに公開します。アプリケーションに対してセキュリティとサ
ポートの問題が発生する可能性があります。

次に、リスト・リソース・バンドルの例を示します。

import java.util.ListResourceBundle;
public class Resource extends ListResourceBundle {
    public Object[][] getContents() {
        return contents;
    }
    static final Object[][] contents =
    {
       {"hello", "Hello World"},
       ...

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Java リソース・バンドルの詳細は、http://java.sun.com
で JDK に関するドキュメントを参照してください。
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    };
}

翻訳者は通常、ターゲット言語のシステム固有のエンコーディングでリスト・リソース・バ
ンドルを翻訳します。Shift_JIS でエンコードされた日本語のリスト・リソース・バンドル
は、Java コンパイラでソース・ファイルが ISO-8859-1 でエンコードされていることを想定
しているので、英語のシステムではコンパイルできません。翻訳されたリスト・リソース・
バンドルをプラットフォームに依存しない方法で作成するには、JDK の native2ascii
ユーティリティを実行して、非 ASCII 文字を \uXXXX書式の Unicode エスケープ・シーケ
ンスにエスケープする必要があります。XXXXは、Unicode の 16 進値です。たとえば、次の
ように設定します。

native2ascii -encoding MS932 resource_ja.java resource_ja.tmp

翻訳されたリソース・バンドルが使用できない場合、Java には、リソース・バンドルに対す
るデフォルトの代替メカニズムが提供されています。アプリケーションは、ロケールの接尾
辞が付けられていないベースのリソース・バンドルが必ず同じディレクトリに存在すること
を確認するだけです。ベースのリソース・バンドルには、代替言語の文字列が含まれている
必要があります。たとえば、fr_CA Java ロケールが getBundle()関数に指定されている
場合、Java はリソース・バンドルを次の順番で参照します。

resource_fr_CA
resource_fr
resource_en_US /* where en_US is the default Java locale */
resource_en
resource (base resource bundle)

単一言語アプリケーションでの文字列の取得単一言語アプリケーションでの文字列の取得単一言語アプリケーションでの文字列の取得単一言語アプリケーションでの文字列の取得

実行時に、単一言語アプリケーションは文字列をデフォルトの Java ロケールのリソース・
バンドルから次のように取得します。

ResourceBundle rb = ResourceBundle.getBundle("resource");
String helloStr = rb.getString("hello");

多言語アプリケーションでの文字列の取得多言語アプリケーションでの文字列の取得多言語アプリケーションでの文字列の取得多言語アプリケーションでの文字列の取得

多言語アプリケーションではユーザーのロケールが固定されていないため、getBundle()
メソッドをコールしてユーザーのロケールに対応する Java ロケール・オブジェクトを明示
的に指定する必要があります。次の例で、Java ロケール・オブジェクトは user_localeと
いう名前です。

ResourceBundle rb = ResourceBundle.getBundle("resource", user_locale);
String helloStr = rb.getString("hello");
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C/C++ とととと Perl での翻訳可能な静的文字列の構成での翻訳可能な静的文字列の構成での翻訳可能な静的文字列の構成での翻訳可能な静的文字列の構成
UNIX プラットフォームで実行する C/C++ プログラムと Perl スクリプトの場合、C/C++
または Perl スクリプトの静的文字列を POSIX のメッセージ・ファイルに外部化します。
Windows プラットフォームで実行するプログラムの場合、Windows では POSIX のメッ
セージ・ファイルをサポートしていないので、静的文字列をデータベース内のメッセージ・
テーブルに外部化します。

POSIX ロケールに関連付けられたメッセージ・ファイル（.poファイル拡張子が付いてい
る）は、ドメイン名で識別されます。メッセージ・ファイルは、バイナリ・オブジェクト

（.moというファイル拡張子が付いている）にコンパイルして、POSIX ロケールに対応する
ディレクトリに配置する必要があります。POSIX ロケールのパス名は、実装方法によって異
なります。たとえば、Solaris msgfmtユーティリティは、フランス語（カナダ）のメッセー
ジ・ファイル resource.poをコンパイルして、Solaris 上の /usr/lib/locale/fr_
CA/LC_MESSAGESディレクトリに配置します。

次に、resource.poメッセージ・ファイルの例を示します。

domain "resource"
msgid "hello"
msgstr "Hello World"
...

メッセージ・ファイルに使用するエンコーディングは、対応する POSIX ロケールに使用す
るエンコーディングと一致する必要があります。

バイナリ・メッセージ・ファイルを実装に固有のディレクトリに配置するのではなく、アプ
リケーション固有のディレクトリに配置し、ドメインをディレクトリに関連付ける
binddomain()関数を使用する必要があります。次の Perl スクリプトでは、POSIX のメッ
セージ・ファイルから文字列を取得する Locale::gettext Perl モジュールを使用してい
ます。

use Locale::gettext;
use POSIX;
...
setlocale( LC_ALL, "fr_CA" );
textdomain( "resource" );
binddomain( "resource", "/usr/local/share");
print gettext( "hello" );

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「メッセージ・テーブルにおける翻訳可能な静的文字列の構
成」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : gettext、msgfmtおよび xgettextについては、オペレー
ティング・システムのドキュメントを参照してください。
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リソース・ファイルのドメイン名は resource、取得対象の文字列 ID は hello、使用する
翻訳はフランス語（カナダ）（fr_ca）、binari.moファイルのディレクトリは
/usr/local/share/fr_CA/LC_MESSAGESです。

メッセージ・テーブルにおける翻訳可能な静的文字列の構成メッセージ・テーブルにおける翻訳可能な静的文字列の構成メッセージ・テーブルにおける翻訳可能な静的文字列の構成メッセージ・テーブルにおける翻訳可能な静的文字列の構成
メッセージ・テーブルには、主に、PL/SQL プロシージャと PSP で使用する静的な変換可能
文字列が保存されます。メッセージ・テーブルは、C/C++ プログラムと Perl スクリプトで
使用することも可能です。テーブルには静的文字列の言語を指定する言語列があるので、ア
プリケーションにアクセスするときにユーザーのロケールに基づいてメッセージを取得する
ことができます。テーブルは、次のような構造にする必要があります。

CREATE TABLE messages
( msgid   NUMBER(5)
, langid  VARCHAR2(10)
, message VARCHAR2(4000)
);

このテーブルの主キーは、msgidおよび langid列で構成されています。これらの列の値
に、対応するロケールの Oracle 言語の略称を選択することをお薦めします。Oracle 言語の
略称を使用することによって、アプリケーションがメッセージ・テーブルにクエリーを発行
して、翻訳された情報を透過的に検索できます。

メッセージの翻訳が使用できない場合に代替メカニズムを提供するには、前述の例で定義し
たメッセージ・テーブルの先頭に次のビューを作成します。

-- fallback language is English which is abbreviated as 'US'.
CREATE VIEW default_message_view AS
 SELECT msgid, message
 FROM messages
 WHERE langid = 'US';
/
-- create view for services, with fall-back mechanism
CREATE VIEW messages_view AS
SELECT d.msgid,
       CASE WHEN t.message IS NOT NULL
            THEN t.message
            ELSE d.message
       END AS message
FROM default_view d,
     translation  t

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Locale:gettext Perl モジュールのダウンロードは、
http://www.cpan.orgで行ってください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle 言語の略称のリストは、『Oracle9i Globalization 
Support Guide』を参照してください。
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WHERE t.msgid (+) = d.msgid AND
      t.langid (+) = sys_context('USERENV', 'LANG');

メッセージは、英語の代替メッセージを提供する論理を備えた messages_viewビューから
検索するために、default_message_viewビューを messagesテーブルに結合します。
sys_context()SQL 関数は、現行データベース・セッションのロケールの Oracle 言語の
略称を返します。セッションの作成時は、このロケールをユーザーのロケールに初期化しま
す。

メッセージを検索するには、アプリケーションで次のクエリーを使用します。

SELECT message FROM message_view WHERE msgid = 'hello';

データベース・セッションの NLS_LANGUAGEパラメータは、クエリーが検索するメッセー
ジの言語を定義します。このメッセージ・テーブル・スキーマではクエリーに関する言語情
報は必要ありません。

データベースへのロードを 小化するためには、すべてのメッセージ・テーブルと Oracle 
Application Server のインスタンスの関連ビューを、PL/SQL プロシージャおよび PSP が実
行されるデータベースのフロントエンドとして設定する必要があります。

翻訳可能な動的コンテンツのアプリケーション・スキーマでの構成翻訳可能な動的コンテンツのアプリケーション・スキーマでの構成翻訳可能な動的コンテンツのアプリケーション・スキーマでの構成翻訳可能な動的コンテンツのアプリケーション・スキーマでの構成
アプリケーション・スキーマには、アプリケーションで使用する製品名や製品説明など、翻
訳可能な動的情報が保存されます。次の例は、インターネット店舗のすべての製品を格納す
るテーブルを示しています。テーブルの翻訳可能な情報は、製品説明と製品名です。

CREATE TABLE product_information
    ( product_id          NUMBER(6)
    , product_name        VARCHAR2(50)
    , product_description VARCHAR2(2000)
    , category_id         NUMBER(2)
    , warranty_period     INTERVAL YEAR TO MONTH
    , supplier_id         NUMBER(6)
    , product_status      VARCHAR2(20)
    , list_price          NUMBER(8,2)
    );

製品名と製品説明を他の言語で格納するには、主キーが product_idと language_id列
で構成された次のテーブルを作成します。

CREATE TABLE product_descriptions
    ( product_id             NUMBER(6)
    , language_id            VARCHAR2(3)
    , translated_name        NVARCHAR2(50)

, translated_description NVARCHAR2(2000)
    );
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ユーザーが要求する言語で情報を使用できない場合は代替言語を提供するために、ビューを
テーブルの先頭に作成します。たとえば、次のように設定します。

CREATE VIEW product AS
SELECT i.product_id
,      d.language_id
,      CASE WHEN d.language_id IS NOT NULL
            THEN d.translated_name
            ELSE i.product_name
       END    AS product_name
,      i.category_id
,      CASE WHEN d.language_id IS NOT NULL
            THEN d.translated_description
            ELSE i.product_description
       END    AS product_description
,      i.warranty_period
,      i.supplier_id
,      i.product_status
,      i.list_price
FROM   product_information  i
,      product_descriptions d
WHERE  d.product_id  (+) = i.product_id
AND    d.language_id (+) = sys_context('USERENV','LANG');

このビューは、product_informationおよび production_descriptionテーブルで外
部結合を実行して、現行データベース・セッションの Oracle 言語の略称に相当する
language_idの行を選択します。

製品ビューから製品名と製品説明を検索するには、アプリケーションで次のクエリーを使用
する必要があります。

SELECT product_name, product_description FROM product
      WHERE product_id = '1234';

このクエリーは、NLS_LANGUAGEセッション・パラメータの値に対応する翻訳された製品
名と製品説明を検索します。クエリーに言語情報を指定する必要はありません。
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集中型データベースの使用集中型データベースの使用集中型データベースの使用集中型データベースの使用

この章の項目は次のとおりです。

� 集中型データベースの使用およびデータベース・サーバーへの接続

� データベース接続のための JDBC の使用

� データベース接続のための PL/SQL の使用

� データベース接続のための Perl の使用

� データベース接続のための C/C++ の使用
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集中型データベースの使用およびデータベース・サーバーへの接続
集中型データベースの使用およびデータベース・サーバーへの集中型データベースの使用およびデータベース・サーバーへの集中型データベースの使用およびデータベース・サーバーへの集中型データベースの使用およびデータベース・サーバーへの
接続接続接続接続

Unicode の集中型データベースは、グローバル化されたインターネット・アプリケーション
を開発するためのアプローチの機能として、単一言語と多言語の両方に共通しています。集
中型データベースの使用には、次のメリットがあります。

� データの完全ビューが実現します。たとえば、全世界の顧客数や、製品の全世界的な在
庫レベルを問い合せることができます。

� 1 つの集中型データベースの管理は、複数の分散データベースの管理よりも容易です。

データベース・キャラクタ・セットは、Unicode である必要があります。Unicode を使用し
て、データをいくつかの言語で格納および操作できます。Unicode は、世界中のほぼすべて
の言語において文字を定義するユニバーサル・キャラクタ・セットです。Oracle9i Database
は、次のいずれかのエンコーディング形式で Unicode データを格納できます。

� UTF-8: 各文字は 1 ～ 4 バイト長です。

� UTF-16: 各文字は、2 バイト長または 4 バイト長のいずれかです。

� UTF-32: 各文字は 4 バイト長です。

インターネット・アプリケーションから Oracle Application Server を介してデータベースに
接続するには、いくつかの方法があります。Java サーブレット、JSP、EJB などのテクノロ
ジを使用する Java ベースのインターネット・アプリケーションの場合、データベースの接
続性のために Oracle JDBC ドライバを使用します。

Java 文字列は常に Unicode でエンコードされているので、JDBC はテキスト・データをデー
タベース・キャラクタ・セットと Unicode との間で透過的に変換します。Oracle データ
ベースと通信する Java サーブレットと JSP では、必ず次のことを確認する必要があります。

� データベースから返された Java 文字列は、構成された HTML ページのエンコーディン
グに変換されます。

� フォーム入力は、JDBC ドライバのコールで使用する前に、HTML フォームのエンコー
ディングから Unicode に変換されます。

Perl、PL/SQL、C/C++ などのプログラミング技術を使用する非 Java インターネット・ア
プリケーションの場合、データベースから検索したりデータベースに挿入されたテキスト・
データは、NLS_LANGパラメータで指定したキャラクタ・セットでエンコードされます。
POSIX ロケールで使用するキャラクタ・セットは、アプリケーション内の POSIX ロケール
に依存する関数でデータベースのデータを直接処理するために、NLS_LANGキャラクタ・
セットと一致する必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 「グローバル配置のための Oracle HTTP Server および OC4J の設定」

� 『Oracle9i Globalization Support Guide』
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多言語アプリケーションの場合、NLS_LANGキャラクタ・セットとページ・エンコーディン
グは、キャラクタ・セットが変換されデータ損失が発生する可能性を回避するために、両方
とも UTF-8 にする必要があります。

データベース接続のためのデータベース接続のためのデータベース接続のためのデータベース接続のための JDBC の使用の使用の使用の使用
JSP と Java サーブレットを使用する場合は、Oracle Application Server で Oracle9i Database
への接続用に提供されている Oracle JDBC ドライバを使用します。Oracle Application 
Server には、中間層アプリケーションに配置可能なクライアント側 JDBC ドライバが 2 種類
あります。

� Oracle クライアント・ライブラリを必要とする JDBC OCI ドライバ

� Pure Java ドライバである JDBC Thin ドライバ

Oracle JDBC ドライバは、文字データをデータベース・キャラクタ・セットから SQL CHAR
データ型と SQL NCHARデータ型の Unicode に透過的に変換します。この透過的な変換の結
果、Oracle JDBC ドライバをコールする JSP と Java サーブレットは、データベース列を Java
文字列にバインドおよび定義し、SQL 実行の結果セットから Java 文字列にデータをフェッ
チできます。

Java 文字列を使用すると、カスタマ・テーブルの NAME および ADDRESS 列をバインドで
きます。それぞれ VARCHAR2データ型と NVARCHAR2データ型として列を定義します。たと
えば、次のように設定します。

String cname = request.getParameter("cname")
String caddr = request.getParameter("caddress");
OraclePreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("insert into" +
        "CUSTOMERS (NAME, ADRESS) values (?, ?) ");
pstmt.setString(1, cname);
pstmt.setFormOfUse(2, OraclePreparedStatement.FORM_NCHAR);
pstmt.setString(2, caddr);
pstmt.execute();

Java 文字列変数を VARCHAR2として定義された ADDRESS 列にバインドするには、
setString()メソッドの前に setFormOfUse()メソッドをコールする必要があります。

Oracle JDBC ドライバは、データベース・セッションが初期化されたときに、デフォルトの
Java ロケールに該当する値に対して NLS_LANGUAGEおよび NLS_TERRITORYセッション・
パラメータの値を設定します。単一言語アプリケーションの場合、Java のデフォルト・ロ
ケールは、ユーザーのロケールと一致するように設定されます。このため、データベース接
続は必ずユーザーのロケールと一致しています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 5 章「グローバル配置のための Oracle Application Server
の設定」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i JDBC Developer’s Guide and Reference』
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データベース接続のためのデータベース接続のためのデータベース接続のためのデータベース接続のための PL/SQL の使用の使用の使用の使用
PL/SQL プロシージャおよび PSP は、SQL を使用して、ローカルの Oracle9i Database 内の
データにアクセスします。また、SQL およびデータベース・リンクを使用して、リモートの
Oracle9i Database のデータにアクセスします。

たとえば、次に示す mod_plsqlモジュールの PL/SQL プロシージャをコールできます。こ
れは、VARCHAR2として定義された顧客名列と NVARCHAR2として定義された顧客アドレス
列からなるカスタマ・テーブルにレコードを挿入します。

procedure addcustomer( cname varchar2 default NULL, caddress nvarchar2 default NULL) 
is
begin

....
if (cname is not null) then

caddr :=TO_NCHAR(address);
insert into customers (name, address) values (cname, caddr);
commit;

end if;
end;

Apache mod_plsqlでは、NVARCHAR引数の受け渡しをサポートしていません。その結果、
PL/SQL プロシージャで引数に対して VARCHAR2を使用して、NVARCHARに明示的に変換し
てから INSERT文を実行する必要があります。

例では、静的 SQL を使用してカスタマ・テーブルに接続しています。また、DBMS_SQL 
PL/SQL パッケージを使用し、動的 SQL によってデータベース内のデータにアクセスする
こともできます。

データベース接続のためのデータベース接続のためのデータベース接続のためのデータベース接続のための Perl の使用の使用の使用の使用
Perl スクリプトは、Oracle 用の DBI/DBD ドライバによって Oracle9i Database に接続しま
す。DBI/DBD ドライバは、Oracle Application Server の一部です。このドライバは、
Oracle Call Interface（OCI）をコールしてデータベースに接続します。データベースから検
索したデータやデータベースに挿入したデータは、NLS_LANGキャラクタ・セットでエン
コードされます。Perl スクリプトでは、次の項目を実行できる必要があります。

� POSIX ロケールを LC_ALL環境変数で指定されたロケールで初期化します。

� NLS_LANGキャラクタ・セットで使用されているキャラクタ・セットを使用します。

これによって、データベースから検索したデータを POSIX 文字列操作関数で処理できるよ
うになります。

次のコードは、DBI/DBD ドライバによって Oracle9i Database 内のカスタマ・テーブルに行
を挿入する方法を示しています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle9i Supplied PL/SQL Packages Reference』
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Use Apache::DBI;
...
# Connect to the database
$constr = 'host=dlsun1304.us.oracle.com;sid=icachedb;port=1521' ;
$usr = 'system' ;
$pwd = 'manager' ;
$dbh = DBI->connect("dbi:Oracle:$constr", $usr, $pwd, {AutoCommit=>1} ) ||
       $r->print("Failed to connect to Oracle: " . DBI->errstr );

# prepare the statement
$sql = 'insert into customers (name, address) values (:n, :a)';
$sth = $dbh->prepare( $sql );
$sth->bind_param(':n' , $cname);
$sth->bind_param(':a', $caddress);
$sth->execute();
$sth->finish();
$dbh->disconnect();

ターゲット列が SQL NCHARデータ型である場合は、各変数の使用フラグのフォームを指定
する必要があります。たとえば、アドレス列が NVARCHAR2データ型である場合は、SQL 文
を実行する前に $sth->func()関数を追加する必要があります。

use DBD::Oracle qw(:ora_forms);
...
$sql = 'insert into customers (name, address) values (:n, :a)';
$sth = $dbh->prepare($sql);
$sth->bind_param(':n', $cname);
$sth->bind_param(':a', $caddress);
$sth->func( { ':a' => ORA_NCHAR }, 'set_form');
$sth->execute();
$sth->finish();
$dbh->disconnect();

多言語アプリケーションで UTF-8 データを適切に処理するために、Perl スクリプトは次のこ
とを行います。

� UTF-8 キャラクタ・セットに関連付けられた POSIX ロケールを使用します。

� UTF-8 の Perl モジュールを使用して、Perl 文字列内のすべての文字列が UTF-8 であるこ
とを示します。
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データベース接続のためのデータベース接続のためのデータベース接続のためのデータベース接続のための C/C++ の使用の使用の使用の使用
C/C++ アプリケーションは、OCI または PRO*C/C++ によって Oracle9i Database に接続し
ます。OCI を直接コールするか、PRO*C/C++ インタフェースを使用することによって、
Unicode データの取得および格納を UTF-8 データベースおよび SQL NCHARデータ型におい
て実行できます。

通常、データベースから検索したデータやデータベースに挿入したデータは、NLS_LANG
キャラクタ・セットでエンコードされます。C/C++ プログラムでは、NLS_LANGキャラク
タ・セットと同じキャラクタ・セットを POSIX ロケールに使用する必要があります。そう
しないと、POSIX 文字列関数は、データベースから検索した文字データを使用できず、デー
タベースに挿入されたときに POSIX ロケールでエンコードされた文字データが破損する場
合があります。

多言語アプリケーションの場合、NLS_LANGキャラクタ・セットではなく、OCI ライブラリ
に提供された Unicode API を使用することがあります。この代替策は、UTF-16 Unicode に
よって wchar_tデータ型を実装する Windows NT/2000 などのプラットフォーム用に記述
されたアプリケーションにとって好都合です。これらのプラットフォームで Unicode API を
使用すると、通常の OCI API の使用時に必要なデータ変換が不要になります。

この項の項目は次のとおりです。

� データベース接続のための OCI API の使用

� データベース接続のための OCI 付属 Unicode API の使用

� データベース接続のための Pro*C/C++ での Unicode バインドと定義の使用

データベース接続のためのデータベース接続のためのデータベース接続のためのデータベース接続のための OCI API の使用の使用の使用の使用
この例は、カスタマ・テーブルの VARCHAR2列と NVARCHAR2列をバインドおよび定義する
方法を示しています。この例は、OCI を使用し、NLS_LANGキャラクタ・セットに基づいて
います。textデータ型が unsigned charへのマクロであることに注意してください。

text *sqlstmt= (text *)"SELECT name, address FROM customers
                        WHERE id = :cusid";
text cname[100];                      /* Customer Name */
text caddr[200];                      /* Customer Address */
text custid[10] = "9876";             /* Customer ID */
ub2 cform = SQLCS_NCHAR;              /* Form of Use for NCHAR types */
...
OCIStmtPrepare (stmthp, errhp, sqlstmt,
                (ub4)strlen ((char *)sqlstmt),

注意注意注意注意 : OCI ライブラリは、Oracle Application Server の一部です。この
ライブラリを使用するために、Oracle9i Database クライアントをインス
トールする必要はありません。
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                (ub4)OCI_NTV_SYNTAX, (ub4)OCI_DEFAULT));
/* Bind the custid buffer */
OCIBindByName(stmthp, &bnd1p, errhp, (text*)":custid",
              (sb4)strlen((char *)":custid"),
              (dvoid *) custid, sizeof(cust_id), SQLT_STR,
              (dvoid *)&insname_ind, (ub2 *) 0, (ub2 *) 0,
              (ub4) 0,(ub4 *)0, OCI_DEFAULT);

/* Define the cname buffer for VARCHAR */
OCIDefineByPos (stmthp, &dfn1p, errhp, (ub4)1, (dvoid *)cname,
                (sb4)sizeof(cname), SQLT_STR,
                (dvoid *)0, (ub2 *)0, (ub2 *)0, (ub4)OCI_DEFAULT);

/* Define the caddr buffer for the address column in NVARCHAR2 */
OCIDefineByPos (stmthp, &dfn2p, errhp, (ub4)2, (dvoid *)caddr,
                (sb4)sizeof(caddr), SQLT_STR,
                (dvoid *)0, (ub2 *)0, (ub2 *)0, (ub4)OCI_DEFAULT);
OCIAttrSet((void *) dfn2p, (ub4) OCI_HTYPE_DEFINE, (void *) &cform, (ub4) 0,
           (ub4)OCI_ATTR_CHARSET_FORM, errhp);
...

データベース接続のためのデータベース接続のためのデータベース接続のためのデータベース接続のための OCI 付属付属付属付属 Unicode API の使用の使用の使用の使用
OCI ライブラリで多言語アプリケーション用に提供する Unicode API を使用することができ
ます。

OCI 環境ハンドルを作成するときに Unicode モードを指定することによって、Unicode API
を使用します。OCI 環境ハンドルから継承されたハンドルは、すべて自動的に Unicode モー
ドに設定されます。Unicode モードに変更することによって、OCI 関数へのすべてのテキス
ト・データ引数は、Unicode テキスト（utext*）データ型で UTF-16 エンコーディングで
あることが前提になります。バインドおよび定義を行う場合、データ・バッファにおいて
utextバッファが UTF-16 エンコーディングであることが前提になります。

Unicode API のプログラム・コードは、次の点を除いて、非 Unicode OCI API 用のコードと
類似しています。

� すべての textデータ型は、unsigned short データ型のマクロである utextデータ型に
変更されます。

� すべてのリテラル文字列は、Unicode リテラル文字列に変更されます。

� すべての strlen()関数は、文字列長をバイトではなく Unicode 文字数で計算する
wcslen()関数に変更されます。

次のタスクを実行する方法を、その後の Windows プログラムの例に示します。

� Unicode モードにして、OCI 環境ハンドルを作成します。

� customersテーブルのVARCHAR2の名前列とNVARCHAR2のアドレス列をバインドおよ
び定義します。
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utext *sqlstmt= (text *)L"SELECT name, address FROM customers
                        WHERE id = :cusid";
utext cname[100];                     /* Customer Name */
utext caddr[200];                     /* Customer Address */
text custid[10] = "9876";             /* Customer ID */
ub1 cform = SQLCS_NCHAR;              /* Form of Use for NCHAR types */
...
/* Use Unicode OCI API by specifying UTF-16 mode */
status = OCIEnvCreate((OCIEnv **)&envhp, OCI_UTF16, (void *)0,
                      (void *(*) ()) 0, (void *(*) ()) 0, (void(*) ()) 0,
                      (size_t) 0, (void **)0);
...
OCIStmtPrepare (stmthp, errhp, sqlstmt,
                (ub4)wcslen ((char *)sqlstmt),
                (ub4)OCI_NTV_SYNTAX, (ub4)OCI_DEFAULT));
/* Bind the custid buffer */
OCIBindByName(stmthp, &bnd1p, errhp, (constant text*) L":custid",
              (sb4)wcslen(L":custid"),
              (dvoid *) custid, sizeof(cust_id), SQLT_STR,
              (dvoid *)&insname_ind, (ub2 *) 0, (ub2 *) 0,
              (ub4) 0,(ub4 *)0, OCI_DEFAULT);

/* Define the cname buffer for the name column in VARCHAR2 */
OCIDefineByPos (stmthp, &dfn1p, errhp, (ub4)1, (dvoid *)cname,
                (sb4)sizeof(cname), SQLT_STR,
                (dvoid *)0, (ub2 *)0, (ub2 *)0, (ub4)OCI_DEFAULT);

/* Define the caddr buffer for the address column in NVARCHAR2 */
OCIDefineByPos (stmthp, &dfn2p, errhp, (ub4)2, (dvoid *)caddr,
                (sb4)sizeof(caddr), SQLT_STR,
                (dvoid *)0, (ub2 *)0, (ub2 *)0, (ub4)OCI_DEFAULT);
OCIAttrSet((void *) dfn2p, (ub4) OCI_HTYPE_DEFINE, (void *) &cform, (ub4) 0,
           (ub4)OCI_ATTR_CHARSET_FORM, errhp);
...

データベース接続のためのデータベース接続のためのデータベース接続のためのデータベース接続のための Pro*C/C++ でのでのでのでの Unicode バインドと定義の使用バインドと定義の使用バインドと定義の使用バインドと定義の使用
多言語アプリケーションの場合、Unicode のバインドと定義を Pro*C/C++ で使用すること
ができます。

Pro*C/C++ によって、バインドおよび定義の操作用に UTF-16 Unicode バッファを指定でき
るようになります。UTF-16 バッファを Pro*C/C++ で指定するには、2 種類の方法がありま
す。

� C/C++ の unsigned short データ型の別名である utextデータ型を使用します。

� Pro*C/C++ で提供される uvarcharデータ型を使用します。このデータ型は、length
フィールドと utextバッファ・フィールドからなる structに前処理されます。
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struct uvarchar
{
   ub2 len;         /* length of arr */
   utext arr[1] ;   /* UTF-16 buffer */
};
typedef struct uvarchar uvarchar ;

次の例では、cnameと caddrという 2 種類のホスト変数が使用されています。cnameホス
ト変数は、100 の UTF-16 コード・ユニット（unsigned short）で構成される utextバッ
ファとして、VARCHAR2データ型の顧客名前列のために宣言されます。caddrホスト変数
は、50 の UCS2 文字で構成される uvarcharバッファとして、NVARCHAR2データ型の顧客
アドレス列のために宣言されます。lenと arrのフィールドは structのフィールドとし
てアクセス可能です。

#include <sqlca.h>
#include <sqlucs2.h>

main()
{
   ...
   /* Change to STRING datatype:    */
   EXEC ORACLE OPTION (CHAR_MAP=STRING) ;
   utext cname[100] ;              /* unsigned short type */
   uvarchar caddr[200] ;           /* Pro*C/C++ uvarchar type */
   ...
   EXEC SQL SELECT name, address INTO :cname, :caddr FROM customers;
   /* cname is NULL-terminated */
   wprintf(L"ENAME = %s, ADDRESS = %.*s\n", cname, caddr.len, caddr.arr);
   ...
}
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第第第第II部部部部

配置配置配置配置

第 II 部の章は次のとおりです。

� 第 5 章「グローバル配置のための Oracle Application Server の設定」

� 第 6 章「Oracle Application Server の多言語デモ」





グローバル配置のための Oracle Application Server の
5

グローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のための

Oracle Application Server の設定の設定の設定の設定

Oracle Application Server を使用してグローバル・インターネット・アプリケーションを開
発および配置する場合は、次の作業を実行する必要があります。

� グローバル配置のための Oracle Application Server のインストール

� グローバル配置のための Oracle HTTP Server および OC4J の設定

� グローバル配置のための Oracle Application Server Portal の設定

� グローバル配置のための Oracle Application Server Wireless の設定

� グローバル配置のための Oracle Application Server Single Sign-On の設定

� グローバル配置のための Oracle Application Server Forms Services の設定

� グローバル配置のための Oracle Application Server Reports Services の設定

� グローバル配置のための Oracle Application Server Discoverer の設定

� グローバル配置のための Oracle Business Components for Java の設定

� グローバル配置をサポートするための、Unicode 対応集中型データベースの設定
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グローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のための Oracle Application Server のインストールのインストールのインストールのインストール
Oracle Application Server Infrastructure のデータベースには、Oracle Internet Directory

（OID）、Distributed Configuration Management（DCM）などのインフラストラクチャ・コ
ンポーネントのスキーマのほかに、データベースにインストールされている多くの Oracle 
Application Server Middle-Tier コンポーネントに関連するデータが格納されます。これらの
コンポーネントには、Portal、Wireless、Forms、Reports および Discoverer が含まれます。
そのため、すべての依存コンポーネントが同じレベルのグローバル・サポートを提供できる
ように、インストール時にインフラストラクチャのデータベースに適切なデータベース・
キャラクタ・セットを選択することが重要です。

Oracle Application Server Infrastructure データベースのインストール中、そのデータベース
で使用するデータベース・キャラクタ・セットの選択を求めるプロンプトが表示されます。
次のいずれかの方法で、使用環境に 適なデータベース・キャラクタ・セットを判断しま
す。

� 使用環境が Oracle Application Server Infrastructure のシングル・グローバル・インスタ
ンスで多言語をサポートする場合は、UTF-8 をインフラストラクチャのデータベース・
キャラクタ・セットとして選択することをお薦めします。英語などの単一言語のみをサ
ポートする場合でも、UTF-8 をデータベース・キャラクタ・セットとして選択できま
す。UTF-8 を選択すると、次のような影響があります。

1. UTF-8 がデータベース・キャラクタ・セットとして使用されているデータベース
は、シングル・バイトのキャラクタ・セットが使用されているデータベースより処
理速度がわずかに遅くなります。このパフォーマンスへの影響は、UTF-8 がマルチ
バイトのキャラクタ・セットであり、中間層とデータベース間のキャラクタ・セッ
トの変換回数が増加するため発生します。

2. mod_plsqlを介して配信される Web ページは、UTF-8 でエンコードする必要があ
ります。ただし、Netscape 4.7x や、モバイル・デバイス用のブラウザなど、UTF-8
のサポートに問題があるブラウザもあります。mod_plsqlを介して Web ページを
配信する製品には、Single Sign-On および Portal があります。

� 使用環境が、同じシステム固有のキャラクタ・セットを共有する単一言語または言語の
グループをサポートする場合、これらの言語に対して も一般的に使用されるキャラク
タ・セットを UTF-8 のかわりに選択できます。たとえば、西欧言語のみサポートする場
合は、WE8MSWIN1252 を選択できます。日本語と英語をサポートする場合は、
JA16SJIS を選択できます。

インストール・タイプに関係なく、Oracle Application Server 10g のインストール時には、
ユーザーが選択した言語のサポートが自動的にインストールおよび構成されます。このサ
ポートには、製品内で使用される翻訳用のファイルとフォントも含まれます。さらに、コマ
ンドライン言語のインストールもサポートされます。

インストール後、必要なフォントを利用できない場合は、そのフォントを Oracle 
Application Server CD パックのユーティリティの CD から ORACLE_HOME/jdk/jre/ 
lib/fontsディレクトリにコピーできます。
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グローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のための Oracle HTTP Server およびおよびおよびおよび OC4J の設定の設定の設定の設定
この項では、多言語サポートのための Oracle HTTP Server の設定に関する次の項目を説明
します。

� HTTP Server および OC4J 構成ファイルの手動編集について

� NLS_LANG パラメータの設定

� mod_plsql ランタイム用の転送モードの設定

� 実行時のデフォルト・ロケール設定

HTTP Server およびおよびおよびおよび OC4J 構成ファイルの手動編集について構成ファイルの手動編集について構成ファイルの手動編集について構成ファイルの手動編集について
Oracle Enterprise Manager を使用せずに、Oracle HTTP Server または OC4J 構成ファイルを
手動で編集する場合、DCM コマンドライン・ユーティリティ dcmctlを使用して、変更を
DCM リポジトリに通知する必要があります。これを行わないと、加えた変更が有効になら
ず、Enterprise Manager コンソールに反映されません。次のコマンドを使用します。

� Oracle HTTP Server 構成ファイルに加えた変更を DCM リポジトリに通知するには、次
のコマンドを使用します。

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl updateConfig ohs

� OC4J 構成ファイルに加えた変更を DCM リポジトリに通知するには、次のコマンドを使
用します。

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl updateConfig oc4j

� Oracle HTTP ServerとOC4J構成ファイルの両方に加えた変更をDCMリポジトリに通知
するには、次のコマンドを使用します。

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl updateConfig

手動または Oracle Enterprise Manager を使用して構成パラメータを変更する前に、次のコ
マンドを使用して、Oracle HTTP Server、OC4J 構成ファイル、およびインストール済の
J2EE アプリケーションの現行の状態を保存できます。

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl saveInstance -dir directory_name

この操作の後、次のコマンドを使用すれば、その状態をリストアしたり、その後に加えた変
更を元に戻すことができます。

ORACLE_HOME/dcm/bin/dcmctl restoreInstance -dir directory_name
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NLS_LANG パラメータの設定パラメータの設定パラメータの設定パラメータの設定
NLS_LANGパラメータは、インターネット・アプリケーションでデータベース接続のために
使用する言語、地域およびキャラクタ・セットを制御します。NLS_LANGの値は、次に示す
書式で表示された記号のとおりに指定します。

language_territory.characterset

language、territoryおよび charactersetには、Oracle の有効な言語、地域および
キャラクタ・セット名を指定する必要があります。指定した言語と地域は、データベース・
セッション内でデフォルトの日付と時間の書式、数値書式およびソート順序を決定するロ
ケールの初期化に使用されます。Oracle9i Database は、データの検索および挿入時に、指定
したキャラクタ・セットとの間でデータを変換します。

Oracle HTTP Server ファイルと OC4J ファイルによって、NLS_LANGパラメータを指定でき
ます。NLS_LANGを指定できる Oracle HTTP Server ファイルと OC4J ファイルは次のとおり
です。

� $ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/httpd.conf

Oracle HTTP Server powered by Apache の構成ファイルです。このファイルは、
Apache モジュールに渡される環境変数を定義します。Perl および SSI ページのような
CGI スクリプトに対して NLS_LANGパラメータを明示的に指定する場合は、このファ
イルに次の行を追加できます。

SetEnv NLS_LANG language_territory.characterset

前述の NLS_LANGの明示的な指定を行わない場合、Oracle HTTP Server は、CGI スク
リプトおよび SSI ページで NLS_LANGシェル環境変数を使用するように事前構成されま
す。この構成は、このファイルに次の行が挿入されることで行われます。

PassEnv NLS_LANG

� $ORACLE_HOME/Apache/Apache/bin/apachectl

UNIX で使用する Oracle HTTP Server 起動スクリプトです。Oracle HTTP Server を
apachectl から直接起動する場合は、次の行をこのスクリプト・ファイルで指定して
NLS_LANGの値を定義できます。

NLS_LANG=language_territory.characterset; export NLS_LANG

� $ORACLE_HOME/opmn/conf/opmn.xml

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle の有効な言語、地域およびキャラクタ・セット名の一
覧は、『Oracle9i Globalization Support Guide』を参照してください。
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Oracle Process Manager and Notification Server（OPMN）は、Oracle HTTP Server およ
び OC4J インスタンスの管理に使用します。opmn.xml構成ファイルでは、次の XML
構文によって、Oracle HTTP Server および OC4J プロセスに NLS_LANG環境変数を指定
できます。

<environment>
...
<prop name="NLS_LANG" value="language_territory_characterset" />
...
</environment>

この構文は、Oracle Application Server インスタンス・レベルで指定できます。その際、
この構文は Oracle Application Server インスタンスに属する Oracle HTTP Server と
OC4J のすべてのインスタンスに適用されます。個々の Oracle HTTP Server または
OC4J インスタンスに対してこの構文を指定することもできます。その場合、この構文
は該当するインスタンスにのみ適用されます。

� $ORACLE_HOME/Apache/modplsql/conf/dads.conf

このファイルは、データベース接続の作成時に使用する mod_plsqlのデータベース・
アクセス記述子（DAD）を定義します。該当する DAD の NLS_LANGの値を指定でき
ます。たとえば、/pls/scott DAD に対して NLS_LANGの値を次のように指定しま
す。

<Location /pls/scott>
SetHandler pls_handler
Order deny, allow
Allow from all
PlsqlDatabasePassword tiger
PlsqlDatabaseUsername scott
PlsqlDocumentPath docs
PlsqlEnableConnectionPooling On
PlsqlNlsLanguage <NLS_LANG value>

</Location>

DAD の転送モードが RAWではなく CHARの場合、正しく機能させるには、DAD の
NLS_LANGキャラクタ・セットが mod_plsqlのデータベース・キャラクタ・セットの
値と一致している必要があります。

� $ORACLE_HOME/Apache/Jserv/etc/jserv.properties

使用環境で JServ が必要な場合は、このファイルで次の行を追加または変更して、NLS_
LANGの値を適切に定義する必要があります。

wrapper.env=NLS_LANG=language_territory.characterset

これらのファイルで、前述の NLS_LANG環境変数の明示的な指定を行わない場合、Oracle 
HTTP Server および OC4J では次の値セットが使用されます。
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� UNIX の場合 : Oracle HTTP Server および OC4J 起動時の NLS_LANGシェル環境変数

� Windows の場合 : Win32 レジストリの ¥¥HKEY_LOCAL_
MACHINE¥SOFTWARE¥ORACLE¥HOMEnの NLS_LANGレジストリ・キー

事前設定の事前設定の事前設定の事前設定の NLS_LANG の値の値の値の値
Oracle Application Server のインストールでは、製品をインストールするランタイム環境の
ロケールに基づいて、NLS_LANGの値が次の Oracle HTTP Server ファイルおよび OC4J ファ
イルで事前設定されます。

� $ORACLE_HOME/Apache/Apache/bin/apachectl（UNIX プラットフォーム用）

� $ORACLE_HOME/opmn/conf/opmn.xml/opmnctl （UNIX プラットフォーム用）

apachectlおよび opmnctlスクリプトで事前設定される NLS_LANGの値は次のとおりです。

NLS_LANG=${NLS_LANG=language_territory.characterset}; export NLS_LANG

この行は、スクリプトを起動するシェル環境で NLS_LANG環境変数が未定義の場合にのみ、
事前設定した NLS_LANGの値を使用することを意味します。シェル環境に関係なく NLS_
LANGの値を使用する場合は、この行を次のように変更できます。

NLS_LANG=language_territory.characterset; export NLS_LANG

NLS_LANGパラメータは、OPMN を実行するランタイム環境のロケールを制御します。こ
のロケールは、オペレーティング・システムのデフォルト・ロケールである、中間層のラン
タイム環境のデフォルト・ロケールと一致している必要があります。この NLS_LANGパラ
メータは、Oracle HTTP Server や OC4J などの OPMN 管理プロセスによって継承されます。
ただし、異なる値が opmn.xmlで明示的に指定されている場合は除きます。

Windows プラットフォームでは、事前設定された NLS_LANGは、¥¥HKEY_LOCAL_
MACHINE¥SOFTWARE¥ORACLE¥HOMEnの Win32 レジストリに NLS_LANGレジストリ・キー
として自動的に登録されます。このレジストリ・キーの NLS_LANGの値によって、OPMN
とその管理プロセスを実行するランタイム環境のロケールが制御されます。

事前設定された NLS_LANGの値は、製品インストール中の実行時のロケールから導出された
適値であり、各ユーザーの Oracle HTTP Server および OC4J 構成では適切でない場合があ

ります。ユーザー固有の要件とランタイム環境によっては、これらの値の変更が必要になり
ます。

単一言語アプリケーション・アーキテクチャに対する単一言語アプリケーション・アーキテクチャに対する単一言語アプリケーション・アーキテクチャに対する単一言語アプリケーション・アーキテクチャに対する NLS_LANG の設定の設定の設定の設定

NLS_LANGパラメータを設定して、中間層サーバーによって提供されるように設定されたロ
ケールに対応する言語、地域およびキャラクタ・セットを指定します。大部分のクライアント
が Windows プラットフォームで動作する場合は、ロケールの Windows コード・ページに対
応する NLS_LANGキャラクタ・セットを使用することをお薦めします。たとえば、日本語ク
ライアントに対応する中間層サーバーを構成する場合、NLS_LANGに次の値を指定します。

JAPANESE_JAPAN.JA16SJIS
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グローバル配置のための Oracle HTTP Server および OC4J の設定
JA16SJIS は、日本語 Windows オペレーション・システムのコード・ページ 932 に該当しま
す。

表 5-1 に、 も広く使用されているロケールの NLS_LANGの値を示します。

表表表表 5-1 広く使用されているロケールの広く使用されているロケールの広く使用されているロケールの広く使用されているロケールの NLS_LANG の値の値の値の値 

ロケールロケールロケールロケール NLS_LANG の値の値の値の値

アラビア語（エジプト） ARABIC_EGYPT.AR8MSWIN1256

アラビア語（アラブ首長国
連邦）

ARABIC_UNITED ARAB EMIRATES.AR8MSWIN1256

中国語（台湾） TRADITIONAL CHINESE_TAIWAN.ZHT16MSWIN950

中国語（中国） SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.ZHS16GBK

チェコ語 CZECH_CZECH REPUBLIC.EE8MSWIN1250

デンマーク語 DANISH_DENMARK.WE8MSWIN1252

オランダ語 DUTCH_THE NETHERLANDS.WE8MSWIN1252

英語（イギリス） ENGLISH_UNITED KINGDOM.WE8MSWIN1252

英語（アメリカ合衆国） AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252

フィンランド語 FINNISH_FINLAND.WE8MSWIN1252

フランス語（カナダ） CANADIAN FRENCH_CANADA.WE8MSWIN1252

フランス語（フランス） FRENCH_FRANCE.WE8MSWIN1252

ドイツ語（ドイツ） GERMANY_GERMAN.WE8MSWIN1252

ギリシャ語 GREEK_GREECE.EL8MSWIN1253

ヘブライ語 HEBREW_ISRAEL.IW8MSWIN1255

ハンガリー語 HUNGARIAN_HUNGARY.EE8MSWIN1250

イタリア語（イタリア） ITALIAN_ITALY.WE8MSWIN1252

日本語 JAPANESE_JAPAN.JA16SJIS

韓国語 KOREAN_KOREA.KO16MSWIN949

ノルウェー語 NORWEGIAN_NORWAY.WE8MSWIN1252

ポーランド語 POLISH_POLAND.EE8MSWIN1250

ポルトガル語（ブラジル） BRAZILIAN PORTUGUESE_BRAZIL.WE8MSWIN1252

ポルトガル語（ポルトガル） PORTUGUESE_PORTUGAL.WE8MSWIN1252
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多言語アプリケーション・アーキテクチャに対する多言語アプリケーション・アーキテクチャに対する多言語アプリケーション・アーキテクチャに対する多言語アプリケーション・アーキテクチャに対する NLS_LANG の設定の設定の設定の設定

NLS_LANGパラメータの言語と地域の構成要素は、多言語アプリケーション・アーキテク
チャでは単一言語アプリケーションの場合のように重要ではありません。多言語アプリケー
ションでは、複数のロケールを動的に処理する必要があるため、固定された設定に依存する
ことはできません。アプリケーションでは、データベースに対して Unicode データを検索し
たり挿入したりするために、常に UTF-8 キャラクタ・セットを使用します。多言語配置での
NLS_LANGに対する適切な値の例は、次のようになります。

NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.UTF8

mod_plsql ランタイム用の転送モードの設定ランタイム用の転送モードの設定ランタイム用の転送モードの設定ランタイム用の転送モードの設定
mod_plsqlランタイムの各データベース・アクセス記述子（DAD）の転送モードによっ
て、PL/SQL が HTML コンテンツを構成し HTML フォーム入力を複数のキャラクタ・セッ
トで処理することができます。転送モードは、適切な値で設定する必要があります。

DAD が指定された $ORACLE_HOME/Apache/modplsql/conf/dads.confファイルに
mod_plsqlモジュールの転送モードを設定することが重要です。

mod_plsqlモジュールでは、DAD で設定可能な 2 つの転送モードをサポートしています。

� CHARモード : これは、動的 HTML コンテンツが VARCHAR2データとしてデータベース
から mod_plsqlに送信される場合のデフォルト・モードです。このモードでは、NLS_
LANGキャラクタ・セットをバックエンドのデータベース・キャラクタ・セットと同じ
設定にする必要があります。

ルーマニア語 ROMANIAN_ROMANIA.EE8MSWIN1250

ロシア語 RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251

スロバキア語 SLOVAK_SLOVAKIA.EE8MSWIN1250

スペイン語（スペイン） SPANISH_SPAIN.WE8MSWIN1252

スペイン語（南米） LATIN AMERICAN SPANISH_AMERICA.WE8MSWIN1252

スウェーデン語 SWEDISH_SWEDEN.WE8MSWIN1252

タイ語 THAI_THAILAND.TH8TISASCII

トルコ語 TURKISH_TURKEY.TR8MSWIN1254

表表表表 5-1 広く使用されているロケールの広く使用されているロケールの広く使用されているロケールの広く使用されているロケールの NLS_LANG の値の値の値の値 （続き）（続き）（続き）（続き）

ロケールロケールロケールロケール NLS_LANG の値の値の値の値
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� RAWモード : 動的 HTML コンテンツは、RAWデータとしてデータベースから mod_plsql
に送信され、PL/SQL プロシージャおよび PSP を実行するデータベース・サーバーの
キャラクタ・セット変換に従います。キャラクタ・セット変換は、NLS_LANGキャラク
タ・セットまたは OWA_UTIL.MIME_HEADER()関数コールで指定した charsetパラ
メータのいずれかによって、HTML ページ・エンコーディングを指定する場合にのみ発
生します。

単一言語インターネット・アプリケーションにおいても多言語インターネット・アプリケー
ションにおいても、DAD 内で次のように RAW転送モードを有効にする必要があります。

<Location /pls/scott>
SetHandler pls_handler
Order deny,allow
Allow from all

PlsqlDatabasePassword tiger
PlsqlDatabaseUsername scott
PlsqlDatabaseConnectString local
PlsqlDocumentPath docs
PlsqlEnableConnectionPooling On
PlsqlNlsLanguage AMERICAN_AMERICA.UTF8
PlsqlTransferMode RAW

</Location>
PlsqlNlsLanguageの値に空白が含まれている場合は、その値を引用符で囲む必要があり
ます。たとえば、次のように設定します。

PlsqlNlsLanguage "SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.ZHS16GBK"

実行時のデフォルト・ロケール設定実行時のデフォルト・ロケール設定実行時のデフォルト・ロケール設定実行時のデフォルト・ロケール設定
この項では、Oracle Application Server がサポートするランタイム環境で実行時のデフォル
ト・ロケールを初期化する方法を説明します。

� Java 用 mod_jserv ランタイム

� OC4J Java ランタイム

� PL/SQL および PL/SQL Server Pages 用 mod_plsql ランタイム

� Perl スクリプト用 mod_perl ランタイム

� C/C++ ランタイム

ランタイム環境のデフォルト・ロケールによって、ファイル I/O の操作で使用するキャラク
タ・セット、ユーザー・インタフェースの言語、使用する日付書式など、デフォルト・ロ
ケールに依存するアプリケーションの動作が制御されます。実行時のデフォルト・ロケール
に依存するアプリケーションで目的のロケール依存動作を実行するには、デフォルト・ロ
ケールを適切に設定する必要があります。通常、実行時のデフォルト・ロケールは、オペ
レーティング・システムのデフォルト・ロケールまたはランタイム・プロセスのロケールか
ら継承されます。
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実行時のデフォルト・ロケールは、単一言語アプリケーションでのユーザーの推奨ロケール
として使用する必要があります。多言語アプリケーションでは、メッセージのロギングなど
のサーバー・サイドの I/O 操作に実行時のデフォルト・ロケールを使用します。

Java 用用用用 mod_jserv ランタイムランタイムランタイムランタイム
UNIX プラットフォームの場合、LANGまたは LC_ALL変数によって次の項目が定義されま
す。

� プロセスに使用する POSIX（XPG4 とも呼ばれる）ロケール

� Java VM でデフォルト・ロケールを初期化する方法

JServ 用に Java VM を構成するには、LANGまたは LC_ALL環境変数を
jserv.propertiesファイルの POSIX ロケール名で定義します。たとえば、
jserv.propertiesの次の行は、日本語を UNIX 上の JServ 用 Java VM のデフォルト・ロ
ケールとして定義しています。

wrapper.env=LANG=ja_JP

LANGおよび LC_ALL環境変数の値は、ユーザーのオペレーティング・システム内で使用可
能な同一の POSIX ロケールを参照します。LC_ALL環境変数は、LANG環境変数と異なる場
合は、常に LANG 環境変数を上書きします。

コントロール パネルの地域設定は、Windows プラットフォーム上で JServ 用 Java VM のデ
フォルト・ロケールを制御します。Oracle HTTP Server を起動する前に、コントロール パ
ネルで地域設定を対象のロケールに変更します。

OC4J Java ランタイムランタイムランタイムランタイム
LANGまたは LC_ALL環境変数を、$ORACLE_HOME/opmn/conf/opmn.xmlの POSIX ロ
ケール名で定義します。たとえば、opmn.xmlの <environment>タグにある次の行は、日
本語を Solaris 上の OC4J 用 Java VM のデフォルト・ロケールとして定義しています。

<environment>
...
<prop name="LANG" value="ja_JP" />
...
</environment>

コントロール パネルの地域設定は、Windows プラットフォーム上で OC4J 用 Java VM のデ
フォルト・ロケールを制御します。Oracle HTTP Server を起動する前に、コントロール パ
ネルで地域設定を対象のロケールに変更します。
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PL/SQL およびおよびおよびおよび PL/SQL Server Pages 用用用用 mod_plsql ランタイムランタイムランタイムランタイム
PL/SQL および PL/SQL Server Pages は、Oracle9i Database 上でデータベース・セッショ
ンのコンテキスト内で実行します。このため、NLS_LANGパラメータはランタイム・デフォ
ルト・ロケールを制御します。NLS_LANGパラメータは、「NLS_LANG パラメータの設定」
の項で説明するとおりに設定します。

Perl スクリプト用スクリプト用スクリプト用スクリプト用 mod_perl ランタイムランタイムランタイムランタイム
Perl スクリプトは、mod_perlモジュールで提供する Perl インタプリタ上で実行します。
Perl でサポートするロケールは、オペレーティング・システムで使用可能な POSIX ロケー
ルに基づいています。このロケールは、POSIX C ライブラリを基盤として使用します。Perl
ランタイム・デフォルト・ロケールは、C/C++ ランタイムの説明にある手順に従って設定
します。

C/C++ ランタイムランタイムランタイムランタイム
C/C++ ランタイムでは、オペレーティング・システムで提供される POSIX ロケール・シス
テムを使用します。ロケール・システムは、LC_ALLまたは LANG環境変数を定義すること
によって設定します。LC_ALLを、オペレーティング・システムで提供される有効なロケー
ル値で定義します。これらの値はオペレーティング・システムによって異なります。

UNIX プラットフォームの場合、次のように LC_ALLを定義します。

� $ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/httpd.confに次の行を追加します。

PassEnv LC_ALL

� $ORACLE_HOME/Apache/Apache/bin/apachectlに次の行を追加します。

LC_ALL=${LC_ALL=OS_locale}; export LC_ALL

Windows プラットフォームの場合、POSIX ロケールは、LC_ALL環境変数で指定されるの
ではなく、コントロール パネルの地域設定の値を継承します。地域設定を変更して、デフォ
ルトのランタイム POSIX ロケールにします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 「C/C++ ランタイム」

� Perl スクリプトで POSIX ロケールを使用する方法の詳細は、『Oracle 
HTTP Server 管理者ガイド』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Solaris で通常使用される POSIX ロケールの一覧は、表 5-1 を
参照してください。
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グローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のための Oracle Application Server Portal の設定の設定の設定の設定
Oracle Application Server Portal は、異なる言語でアプリケーションの開発および配置を実
行できるように設計されています。OracleAS Portal は、Oracle Application Server 
Middle-Tier のインストール時に Oracle Universal Installer（OUI）で選択する言語で構成さ
れます。構成された言語は、「言語の設定」ポートレットに表示されます。

インストール後に言語を追加するには、OracleAS Portal Configuration Assistant（OPCA）
を LANGUAGEモードで使用する必要があります。言語のインストール後は、英語（オースト
ラリア）、フランス語（カナダ）など、その言語で使用する推奨ロケールおよび地域を
OracleAS Portal で指定できます。OracleAS Portal で使用可能な言語と略称のリストについ
ては、付録 A を参照してください。

グローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のための Oracle Application Server Wireless の設定の設定の設定の設定
ユーザーがモバイル・デバイスから Wireless サービスにアクセスすると、Oracle 
Application Server Wireless は、Oracle Internet Directory（OID）からのユーザー・プロ
ファイル情報を使用してユーザーの推奨言語を判断します。管理者は、Oracle Application 
Server Wireless Tools を使用して新しいユーザーを作成するときに、言語を選択できます。
ユーザーは、Wireless Customization Tool を使用してその推奨言語を変更できます。

電子メール・メッセージ送信のためのエンコーディングの設定電子メール・メッセージ送信のためのエンコーディングの設定電子メール・メッセージ送信のためのエンコーディングの設定電子メール・メッセージ送信のためのエンコーディングの設定
ユーザーがモバイル・デバイスから電子メールを送信すると、PIM/Mail サービスのエン
コーディング・パラメータに指定したエンコーディングで、Oracle Application Server 
Wireless がそのメッセージを送信します。

PIM/Mail マスター・サービスの ORACLE_SERVICES_PIM_MAIL_MESSAGE_ENCODINGパ
ラメータを変更すると、電子メール・メッセージ送信のためのデフォルトのエンコーディン
グを変更できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� OPCA の詳細と使用方法は、『Oracle Application Server Portal 構成ガ
イド』を参照してください。

� 『Oracle Application Server 10g mod_plsql ユーザーズ・ガイド』
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グローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のための Oracle Application Server Single Sign-On
の設定の設定の設定の設定

Oracle Application Server Single Sign-On は、Oracle Application Server Infrastructure のイ
ンストール時に Oracle Universal Installer（OUI）で選択する言語で自動的に構成されます。
インストール後に言語を追加設定するには、次のコマンドを実行する必要があります。

ORACLE_HOME/jdk/bin/java -jar ORACLE_HOME/sso/lib/ossoca.jar langinst lang make_
lang_avail ORACLE_HOME

このコマンドでは、langによって、インストールする言語の略称コードを指定します。言
語および対応する略称のリストは、付録 A を参照してください。make_lang_availの値
によって、その言語を使用可能にするかどうかを指定します。その言語を使用可能にする場
合、1と入力し、使用不可にする場合、0と入力します。

グローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のための Oracle Application Server Forms Services
の設定の設定の設定の設定

NLS_LANGパラメータは、インターネット・アプリケーションのデータベース接続で使用す
る言語、地域およびキャラクタ・セットを制御します。NLS_LANGの値は、次に示す書式で
表示された記号のとおりに指定します。

language_territory.characterset

language、territoryおよび charactersetには、Oracle の有効な言語、地域および
キャラクタ・セット名を指定する必要があります。指定した言語と地域は、データベース・
セッション内でデフォルトの日付と時間の書式、数値書式およびソート順序を決定するロ
ケールの初期化に使用されます。Oracle Net は、データベースに対してデータを検索および
挿入するときに、指定したキャラクタ・セットとの間でデータを変換します。

NLS_LANGパラメータは、$ORACLE_HOME/forms90/server/default.envファイルで
設定します。NLS_LANGパラメータを default.envファイルで設定しない場合、Forms 
Services では次の値セットが使用されます。

� UNIX の場合 : Forms Server 実行時の NLS_LANGシェル環境変数

� Windows の場合 : Win32 レジストリ内の ¥¥HKEY_LOCAL_
MACHINE¥SOFTWARE¥ORACLE¥FormsServerOracle_HOMEでの NLS_LANGの設定

別の環境ファイルを指定することによって、1 つの Forms Server で複数の NLS_LANGを設
定できます。formsweb.cfgファイルで envFileパラメータを使用します。この設定は次
の手順で行います。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 言語の追加手順の詳細は、『Oracle Application Server Single 
Sign-On 管理者ガイド』を参照してください。
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グローバル配置のための Oracle Application Server Reports Services の設定
1. 2 つの環境設定ファイルを $ORACLE_HOME/forms90/serverの下に作成します。た
とえば、米語の環境設定ファイル（en.env）には、次の行を記述します。

NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.US7ASCII
FORMS90_PATH=d:\us

日本語の環境設定ファイル（ja.env）には、次の行を記述します。

NLS_LANG=JAPANESE_JAPAN.JA16SJIS
FORMS90_PATH=d:\ja

2. formsweb.cfgファイル（$ORACLE_HOME/forms90/server）で、別の設定用の
envFileパラメータを設定します。たとえば、次のように設定します。

[ja]
envFile=ja.env

[en]
envFile=en.env

次に、Forms Servlet の URL に次のように構成名を指定します。

http://formsservermachine/forms90/f90servlet?config=ja
http://formsservermaching/forms90/f90servlet?config=en

グローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のための Oracle Application Server Reports 
Services の設定の設定の設定の設定

NLS_LANGパラメータは、Oracle Application Server Reports Services アプリケーションの
データベース接続で使用する言語、地域およびキャラクタ・セットを制御します。NLS_
LANGの値は、次に示す書式で表示された記号のとおりに指定します。

language_territory.characterset

language、territoryおよび charactersetには、Oracle の有効な言語、地域および
キャラクタ・セット名を指定する必要があります。指定した言語と地域は、データベース・
セッション内でデフォルトの日付と時間の書式、数値書式およびソート順序を決定するロ
ケールの初期化に使用されます。Oracle Net は、データベースに対してデータを検索および
挿入するときに、指定したキャラクタ・セットとの間でデータを変換します。

Oracle Application Server Reports Services は、次のとおり設定された NLS_LANGパラメー
タの値を使用します。

� UNIX の場合 : Oracle Application Server Reports Services 実行時の NLS_LANGシェル環
境変数。デフォルトの NLS_LANGの値は、$ORACLE_HOME/bin/reports.shで設定
されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Forms Services 利用ガイド』
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グローバル配置のための Oracle Business Components for Java の設定
� Windows の場合 : Win32 レジストリ内の ¥¥HKEY_LOCAL_
MACHINE¥SOFTWARE¥ORACLE¥%ReportsORACLE_HOME%に設定された NLS_LANGの
値

� 動的な環境切替えの場合 : Reports Server 構成ファイル内の環境要素。UNIX では、
reports.shファイルのデフォルトの NLS_LANGの値をコメント化してこの機能を有
効にする必要があります。

グローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のための Oracle Application Server Discoverer の設定の設定の設定の設定
Oracle Application Server Discoverer は、異なるロケールのユーザーを同時にサポートでき
ます。ユーザーは、ユーザー・インタフェースに使用するロケールを明示的に制御するか、
または、Oracle Application Server Discoverer に自動的にデフォルトを決定させます。言語
とロケールの決定の優先順位は、次のようになります。

1. Oracle Application Server Discoverer の URL に指定された言語およびロケールの設定

2. Discoverer Connection（Oracle Application Server Discoverer が Oracle Application 
Server Single Sign-On と統合された部分）で指定された言語とロケールの設定

3. ユーザーのブラウザで指定された言語とロケールの設定

4. Oracle Application Server の言語とロケール

グローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のためのグローバル配置のための Oracle Business Components for Java のののの
設定設定設定設定

次の Oracle Business Components for Java（BC4J）プロパティを設定できます。

� jbo.default.language

� jbo.default.country

それぞれのデフォルト値は、enと USです。

これらは、jboserver.propertiesファイルを修正するか、アプレット・パラメータ・タ
グによって、コマンドラインで設定できます。このロケールは、メッセージを表示するため
にすべてのセッションで共有されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 動的な環境切替えの詳細は、『Oracle Application Server Reports Services 
レポート Web 公開ガイド』を参照してください。

� これらのパラメータの詳細は、『Oracle9i Globalization Support Guide』
を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Discoverer での URL パラメータの使用の詳細は、『Oracle 
Application Server Discoverer 構成ガイド』を参照してください。
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グローバル配置をサポートするための、Unicode 対応集中型データベースの設定
グローバル配置をサポートするための、グローバル配置をサポートするための、グローバル配置をサポートするための、グローバル配置をサポートするための、Unicode 対応集中型対応集中型対応集中型対応集中型
データベースの設定データベースの設定データベースの設定データベースの設定

Oracle9i の集中型データベースを設定して、次の形式で Unicode データを格納することが可
能です。

� SQL CHARデータ型（CHAR、VARCHAR2および CLOB）の UTF-8 として

� SQL NCHARデータ型（NCHAR、NVARCHAR2および NCLOB）の UTF-16 として

次の形式をサポートするために、Oracle9i の集中型データベースを構成することをお薦めし
ます。

� SQL CHARデータ型の UTF-8

集中型データベースを作成するときに、データベース・キャラクタ・セットに
AL32UTF8 を指定します。

� SQL NCHARデータ型の UTF-16

集中型データベースを作成するときに、各国語キャラクタ・セットに AL16UTF16 を指
定します。

例 5-1 に、推奨するデータベース・キャラクタ・セットと各国語キャラクタ・セットを設定
する CREATE DATABASE 文の一部を示します。

例例例例 5-1 データベース・キャラクタ・セットと各国語キャラクタ・セットの指定データベース・キャラクタ・セットと各国語キャラクタ・セットの指定データベース・キャラクタ・セットと各国語キャラクタ・セットの指定データベース・キャラクタ・セットと各国語キャラクタ・セットの指定

CREATE DATABASE myunicodedatabase
CONTROL FILE REUSE
LOGFILE '/u01/oracle/ubfdb/redo01.log' SIZE 1M REUSE
'/u01/oracle/utfdb/redo02.log' SIZE 1M REUSE
DATAFILE '/u01/oracle/utfdbsystem01.dbf' SIZE 10M REUSE
AUTOEXTENT ON
NEXT 10M MAXSIZE 200M
CHARACTER SET UTF8
NATIONAL CHARACTER SET AL16UTF16
... ;

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle9i Globalization Support Guide』

� 『Oracle9i SQL Reference』
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Oracle Application Server の多言語
6

Oracle Application Server の多言語デモの多言語デモの多言語デモの多言語デモ

この章では、Oracle Application Server に添付されている World-of-Books について説明しま
す。

この章の項目は次のとおりです。

� World-of-Books デモの説明

� World-of-Books デモのアーキテクチャと設計

� World-of-Books デモの作成、デプロイおよび実行

� World-of-Books デモのロケール認識

� World-of-Books デモの HTML ページ・エンコーディング

� World-of-Books デモでの HTML フォーム入力の処理

� World-of-Books デモでの URL のエンコーディング

� World-of-Books デモでの HTML ページの書式設定

� World-of-Books デモでのデータベース接続

� World-of-Books デモでの HTML ページ・コンテンツの構成
デモ 6-1



World-of-Books デモの説明
World-of-Books デモの説明デモの説明デモの説明デモの説明
World-of-Books（WOB）デモは、多言語 Web アプリケーションを記述してから Oracle 
Application Server の J2EE コンテナにデプロイする方法をデモンストレーションします。こ
のアプリケーションは、次の Web サイトで構成されます。

� 様々な言語で書籍を販売するオンライン・ストア

� サプライヤ A という中国語書籍のオンライン・サプライヤの管理サイト

� サプライヤ B という世界中の書籍のオンライン・サプライヤの管理サイト

オンライン書店は、顧客と対話する形式の多言語 Web アプリケーションです。オンライン
書店では、顧客が書籍を閲覧して価格を確認し注文を出すことができます。このアプリケー
ションは、HTTP 接続によって注文を XML 文書としてサプライヤに送信します。オンライ
ン書籍サプライヤの管理サイトは、書籍サプライヤが書店から注文を受けて、注文状況レ
ポートを書店に送り、新刊情報を書店に案内するために使用する Web アプリケーションで
す。

オンライン書店は 60 か国語をサポートします。これらのロケールの顧客は、自分の言語と
文化的慣習に従ってオンライン書店を使用できます。オンライン書籍サプライヤの管理サイ
トは、英語専用です。

World-of-Books デモのアーキテクチャと設計デモのアーキテクチャと設計デモのアーキテクチャと設計デモのアーキテクチャと設計
WOB デモでは、顧客が様々なロケールを設定できます。このデモは、Java サーブレット、
Java Bean および JavaServer Pages（JSP）を使用して、主に Java で記述されています。この
デモは、Java、XML、JDBC および Oracle9i Database で使用可能な Unicode 機能を使用し
て、多言語データおよび多言語ユーザー・インタフェースをサポートします。

この項の項目は次のとおりです。

� World-of-Books のアーキテクチャ

� World-of-Books の設計

� World-of-Books のスキーマ設計
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World-of-Books デモのアーキテクチャと設計
World-of-Books のアーキテクチャのアーキテクチャのアーキテクチャのアーキテクチャ
図 6-1 に、WOB デモのアーキテクチャを示します。

図図図図 6-1 World-of-Books のアーキテクチャのアーキテクチャのアーキテクチャのアーキテクチャ

アプリケーション・アーキテクチャは、次のように要約することができます。

� JSP は、UTF-8 でエンコードされた HTML ページでコンテンツを動的に生成します。

� Java サーブレットと Java Bean がビジネス・ロジックを実装します。

� Oracle9i Database には、書籍と顧客に関する情報が格納されます。

– Oracle Text によって、ロケールに依存した、書籍の内容に対する完全テキスト検索
が可能になります。

– SQL の NVARCHAR2データ型には、多言語書籍に関する情報が格納されます。

� Oracle JDBC ドライバ（OCI または Thin ドライバ）は、Oracle9i Database に格納された
Unicode データにアクセスします。ターゲット列が SQL の CHARデータ型である場合、
データは UTF-8 でエンコード可能であり、ターゲット列が SQL の NCHARデータ型であ
る場合、データは UTF-16 でエンコード可能です。

� オンライン書店と書籍サプライヤ間の通信用の文書フォーマットは、UTF-8 でエンコー
ドされた XML です。
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World-of-Books デモのアーキテクチャと設計
図 6-1 は、Oracle Application Server での WOB アプリケーションを示しています。WOB ア
プリケーションの処理用キャラクタ・セットは、UTF-16 です。このアプリケーションは、
XML メッセージを使用して、中国語の書籍サプライヤや多言語書籍のサプライヤと通信し
ます。XML メッセージは、UTF-8 キャラクタ・セットでエンコードされます。英語、日本
語およびドイツ語を使用する顧客は、インターネットを経由して WOB アプリケーションに
接続します。このアプリケーションは、すべての顧客に UTF-8 キャラクタ・セットでエン
コードされた HTML ページを提供します。

World-of-Books の設計の設計の設計の設計
表 6-1 は、WOB アプリケーションの大部分の国際化機能を持つ Java プログラムを示してい
ます。このプログラムは、$WOB_HOME/src/oracle/demo/wob2/wob内にあります。

Languageおよび Countryクラスは、LocaleUtilクラスのみに使用され、言語と国を表
します。Localizer Bean は、書店のユーザー・インタフェースに使用するデフォルト言語
やデフォルト・エンコーディングなど、ロケールとキャラクタ・セットに関するすべての静
的情報のために LocaleUtilクラスをコールします。LocaleUtilクラスは、プロパ
ティ・リソース・バンドルや wob.propertiesを読み取り、オンライン書店のすべての静
的情報を初期化します。wob.propertiesファイルは、$WOB_HOMEに格納されています。

オンライン書店の大部分の JSP には、Localizer Java Bean を使用してセッション用ロケー
ル情報を保持する header.jspファイルが含まれます。JSP は、Localizer Java Bean を
コールして、日付の書式設定、URL のエンコーディング、HTML フォーム・パラメータの
Java 文字列への変換など、ロケールに依存するすべての操作を実行します。JSP の中には、
LocaleUtil static クラスをコールして、使用可能な言語の一覧や特定の国で使用される通
貨の一覧などの情報を取得するものもあります。

表表表表 6-1 World-of-Books アプリケーションの国際化機能を持つアプリケーションの国際化機能を持つアプリケーションの国際化機能を持つアプリケーションの国際化機能を持つ Java プログラムプログラムプログラムプログラム 

Java プログラムプログラムプログラムプログラム 目的目的目的目的

beans/Localizer.java 特定のユーザー・セッションのロケールに関連する情報とロケー
ルに依存するメソッドをすべて含みます。

LocaleUtil.java サポート対象言語の一覧やサポート対象国の一覧などの静的な情
報を取得するメソッドを含みます。

Language.java 言語に関する情報と記述方向（右から左または左から右）などの
プロパティに関する情報を含みます。

Country.java 国に関する情報と通貨や日付書式などのプロパティに関する情報
を含みます。
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World-of-Books デモのアーキテクチャと設計
World-of-Books のスキーマ設計のスキーマ設計のスキーマ設計のスキーマ設計
WOB デモのデータベース・スキーマは、次のテーブルから構成されます。

� customers: 各 WOB ユーザーのユーザー・プロファイルを格納します。

� books: 各書籍に関する情報を格納します。

� docs: 顧客が書籍の内容を検索できるように各書籍の内容を格納します。

表 6-2 に、customersテーブルを示します。登録されたユーザーがログインすると、オン
ライン書店が Localizer Bean の customer テーブルのロケール設定を使用します。

表 6-3 に、booksテーブルを示します。NVARCHAR2データ型は、書籍のタイトル、著者、
概要説明および出版社のために使用します。この情報を NVARCHAR2データ型の Unicode と
して保存することによって、WOB デモでは世界中の言語の書籍をサポートできます。
nsort列は、書籍に関する問合せに使用し、ロケールに対して適切な順序でリストが返され
ます。

表表表表 6-2 customers テーブルの説明テーブルの説明テーブルの説明テーブルの説明 

列列列列 データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明

custid VARCHAR2(50) ユーザー名（これが主キーです）

locale VARCHAR2(10) ユーザーが設定した ISO ロケール形式でのロケール

（en-USなど）

currency1 VARCHAR2(10) デフォルトの主要通貨がユーザーに使用される ISO ロ

ケール

currency2 VARCHAR2(10) デフォルトの二重通貨がユーザーに使用される ISO ロ

ケール

timezone VARCHAR2(50) ユーザーのタイムゾーン（Asia/Hong Kong など）

encoding VARCHAR(40) ユーザーの HTML ページ・エンコーディング（UTF-8 な

ど）

表表表表 6-3 books テーブルの説明テーブルの説明テーブルの説明テーブルの説明 

列列列列 データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明

langid NUMBER (3) 書籍の言語

bookid NUMBER (10) 書籍の一意の識別子（これが主キーです）

nsort VARCHAR2(30) SQL 関数の NLSSORT()で使用する、ロケールに依存す

る、書籍に対するソート基準

title NVARCHAR(300) 書籍のタイトル
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World-of-Books デモのアーキテクチャと設計
表 6-4 に、docsテーブルを示します。このテーブルは、書籍の内容を格納します。

これらのテーブルには、索引が作成されています。次に示す SQL ファイルを使用して、こ
れらのテーブルを作成し、対応する索引を作成します。これらのファイルは、$WOB_
HOME/schemaディレクトリ内にあります。

� customers.sql

� books.sql

� docs.sql

Oracle Text では、docsテーブルに完全テキスト検索索引を作成するために、docsテーブ
ルの language、format、csetおよび doc列が必要です。完全テキスト検索索引を設定
するには、ctxidx.sqlおよび ctxsys.sqlスクリプトを使用します。これらのスクリプ
トは、$WOB_HOME/schema/ctx内にあります。

author NVARCHAR(300) 著者

descpt NVARCHAR(2000) 書籍の概要説明

publisher NVARCHAR(200) 書籍の出版社名

表表表表 6-4 docs テーブルの説明テーブルの説明テーブルの説明テーブルの説明 

列列列列 データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明

bookid NUMBER (10) 書籍の一意の識別子（これが主キーです）

langid NUMBER (3) 書籍の言語

mimetype VARCHAR2(50) 書籍の MIME タイプ

language VARCHAR2(30) Oracle の NLS 言語ネーミング規則を使用した、書籍の内

容の言語

format VARCHAR2(10) 書籍の内容の形式（TEXTまたは BINARY）

cset VARCHAR2(30) 書籍の内容のキャラクタ・セット

doc BLOB 書籍の内容

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 完全テキスト検索索引の作成の詳細は、『Oracle9i 
Globalization Support Guide』を参照してください。

表表表表 6-3 books テーブルの説明テーブルの説明テーブルの説明テーブルの説明 （続き）（続き）（続き）（続き）

列列列列 データ型データ型データ型データ型 説明説明説明説明
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World-of-Books デモのインストールデモのインストールデモのインストールデモのインストール
World-of-Books デモは、OTN-J（Oracle Technology Network Japan）の Web ページ

（http://otn.oracle.co.jp/sample_code/index.html）から zip ファイルでダウン
ロードできます。globalization_wob_demo.zipファイルをダウンロードしたら、次の
手順でファイルを解凍します。

� $ORACLE_HOME/j2ee/home/demoディレクトリに移動するか、またはこのディレクト
が存在していない場合は作成します。

� ファイルを $ORACLE_HOME/j2ee/home/demoディレクトリにコピーします。

� ファイルを解凍します。

ダウンロードしたファイルを解凍した後、$ORACLE_HOME/j2ee/home/demo下のディレ
クトリ globalizationを表示してください。このディレクトリ（$ORACLE_
HOME/j2ee/home/demo/globalization）が、World-of-Books デモのルート・ディレク
トリです。この章では、このルート・ディレクトリを $WOB_HOMEと呼びます。

World-of-Books デモの作成、デプロイおよび実行デモの作成、デプロイおよび実行デモの作成、デプロイおよび実行デモの作成、デプロイおよび実行
World-of-Books デモのソース・コードとビルド・ファイルは、$WOB_HOMEの WOB デモの
ホーム・ディレクトリ内にあります。表 6-5 に、$WOB_HOME下のディレクトリ構造を示し
ます。

注意注意注意注意 : $ORACLE_HOMEなどの環境変数の参照は、UNIX 形式での表記で
す。Windows 環境では、%ORACLE_HOME%という表記を使用します。

注意注意注意注意 : $ORACLE_HOMEなどの環境変数の参照は、UNIX 形式での表記で
す。Windows 環境では、%ORACLE_HOME%という表記を使用します。

表表表表 6-5 World-of-Books のディレクトリ構造のディレクトリ構造のディレクトリ構造のディレクトリ構造 

ディレクトリディレクトリディレクトリディレクトリ / ファイルファイルファイルファイル 説明説明説明説明

docroot HTML ファイル、JSP、イメージなどのすべての静的ファ

イルを含みます。

docroot/wob オンライン書店の Web アプリケーションの静的ファイル

を含みます。

docroot/suppa 中国語の書籍のサプライヤ管理アプリケーションの静的
ファイルを含みます。
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この項の項目は次のとおりです。

� World-of-Books デモの作成方法

� World-of-Books デモのデプロイ方法

� World-of-Books デモの実行方法

World-of-Books デモの作成方法デモの作成方法デモの作成方法デモの作成方法

WOB デモを作成する手順は次のとおりです。

1. $ORACLE_HOME/j2ee/home/demo/globalizationディレクトリに移動します。

2. $WOB_HOME/etcディレクトリの suppa.properties、suppb.propertiesおよび
wob.propertiesファイルを更新します。

docroot/suppb 世界中の書籍のサプライヤ管理アプリケーションの静的
ファイルを含みます。

src/oracle/demo/wob2 すべての Java プログラムを含みます。

src/oracle/demo/wob2/wob オンライン書店アプリケーションの Java プログラムを含

みます。

src/oracle/demo/wob2/supp 2 つのオンライン・サプライヤ・アプリケーションで共有

される Java プログラムを含みます。

build.xml WOB デモを作成します。

README.TXT WOB デモの作成とデプロイのための有用な情報が記載さ

れています。

schema WOB デモで使用するデータベース・スキーマを作成およ

び移入する SQL ファイルを含みます。

j2ee_config WOB デモの J2EE デプロイメント・ファイルを含みます。

etc WOB デモ・アプリケーションの構成ファイルを含みま

す。

注意注意注意注意 : 環境変数を設定するコマンドは、C シェル表記規則に基づいてい
ます。Windows プラットフォームで環境変数を設定する場合、DOS プロ
ンプトで SETコマンドを使用します。また、すべてのディレクトリ・パス
のスラッシュは、バックスラッシュに置き換えます。

表表表表 6-5 World-of-Books のディレクトリ構造のディレクトリ構造のディレクトリ構造のディレクトリ構造 （続き）（続き）（続き）（続き）

ディレクトリディレクトリディレクトリディレクトリ / ファイルファイルファイルファイル 説明説明説明説明
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� OC4J がインストールされた場所のフルパスで <J2EE_HOME>を置き換えます。通
常、$ORACLE_HOME/j2ee/homeです。

� マシンのホスト名で <HOSTNAME>を置き換えます。

� ユーザーのデフォルト Web サイトのポート番号で <PORT>を置き換えます。デフォ
ルトでは、7778です。

3. JAVA_HOMEおよび CLASSPATH環境変数を定義して、Java 構築環境を設定します。
Oracle Application Server では、$ORACLE_HOME/jdkに JDK がバンドルされているの
で、このディレクトリをユーザーの JAVA_HOMEとして使用できます。

ユーザーの JDK を使用することもできます。たとえば、次のように設定します。

% setenv ORACLE_HOME yourOracleHome
% setenv JAVA_HOME $ORACLE_HOME/jdk
% setenv J2EE_HOME $ORACLE_HOME/j2ee
% copy $ORACLE_HOME/rdbms/jlib/xsul2.jar to $ORACLE_HOME/j2ee/home/lib

必ず $ORACLE_HOME/binをパス・ディレクトリに追加します。たとえば、次のように
設定します。

% setenv PATH $ORACLE_HOME/bin:$PATH

4. 必ず、Oracle9i Database を WOB デモのスキーマとデータのロードに使用できるよう
に、ユーザーのデータベースを示す TWO_TASK環境変数を定義します。たとえば、接続
文字列 iasdbを使用して SQL*Plus からデータベースにアクセスできる場合は、次のよ
うに TWO_TASK環境変数を定義します。

% setenv TWO_TASK iasdb

5. $WOB_HOMEディレクトリで ANTコマンドを入力して、WOB デモを作成します。

% ant

この作成プロセスによって、次の作業が実施されます。

� すべての Java プログラムをコンパイルします。

� すべての静的ファイルと Java クラスをパッケージ化して、デプロイメントに使用す
る EAR ファイルと WAR ファイルにします。

� WOB スキーマを作成してから、提供されたシード・データを移入します。

6. ユーザーのデータベース内で Oracle Text を使用可能にしている場合は、完全テキスト
検索索引を作成することによって、書籍の内容に対する完全テキスト検索を設定できま
す。

% ant setupctx
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World-of-Books デモのデプロイ方法デモのデプロイ方法デモのデプロイ方法デモのデプロイ方法
Oracle Application Server の WOB デモを J2EE にデプロイする手順は次のとおりです。

1. $WOB_HOME/j2ee_config/data-sources.xmlを更新します。このファイルは、
データベース接続に使用します。

� <HOSTNAME>を Oracle9i Database サーバーのホスト名に置き換えます。

� <PORT>を Oracle9i Database サーバーのポート番号に置き換えます。

� <ORACLE_SID>を Oracle9i Database サーバーの SID に置き換えます。

� data-sources.xmlのコンテンツを切り取り、$J2EE_
HOME/config/data-sources.xmlに貼り付けます。

2. DCM を使用して、次のとおり構成ファイルを更新します。

dcmctl updateConfig

3. Oracle Enterprise Manager（OEM）を使用して、アプリケーション $WOB_
HOME/lib/glln.earをデプロイします。または、次のとおり、dcmctl を使用しても
アプリケーションをデプロイできます。

dcmctl deployApplication -file $WOB_HOME/lib/glln.ear
-application glln -component home

World-of-Books デモの実行方法デモの実行方法デモの実行方法デモの実行方法
オンライン書店には、次のいずれかのブラウザが必要です。

� Internet Explorer 5.0 以降

� Netscape 4.7 以降

書籍サプライヤ管理アプリケーションには、Internet Explorer 5.0 以降が必要です。

WOB デモを実行するには、ブラウザを起動して次の URL を入力します。

http://host_name:7778/g11n/imap.html

次のような画面が表示されます。
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目的のアプリケーションを起動するためのリンクを選択します。

登録された顧客または訪問者としてオンライン書店をナビゲートします。

サプライヤ B の画像をクリックすると、次の画面が表示されます。

画像画像画像画像 リンク・ターゲットリンク・ターゲットリンク・ターゲットリンク・ターゲット

World-O-Books の画像 オンライン書店アプリケーション

サプライヤ A の画像 中国語書籍のサプライヤ管理アプリケーション

サプライヤ B の画像 世界中の書籍のサプライヤ管理アプリケーション
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サプライヤ B の管理サイトのリンクは、次のようになっています。

リンクリンクリンクリンク 説明説明説明説明

Update Catalog サプライヤは、オンライン書店に新刊情報を送信して書店カタログ
を更新できます。オンライン書店に XML ファイルを送信します。

Order Table サプライヤは、オンライン書店からの顧客の注文を確認して、注文
状況を更新できます。

Clean up データを初期状態に戻します。以前の注文と新規に追加された書籍
がすべて削除されます。

XML dir オンライン書店との間で送受信された XML 文書を一覧表示します。

Home WOB ホーム・ページに戻ります。
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World-of-Books デモのロケール認識デモのロケール認識デモのロケール認識デモのロケール認識
World-of-Books のオンライン書店は、ユーザーのロケールを完全に認識します。このアプリ
ケーションでは、ユーザーのロケールを特定し、そのロケールを使用して動的 HTML ペー
ジをユーザーの言語と文化的慣習に従うように書式設定します。

この項の項目は次のとおりです。

� World-of-Books でのユーザーのロケールの特定方法

� World-of-Books での Localizer メソッドでのロケール情報の使用方法

� World-of-Books での問合せ結果のソート方法

� World-of-Books での書籍の内容の検索方法

World-of-Books でのユーザーのロケールの特定方法でのユーザーのロケールの特定方法でのユーザーのロケールの特定方法でのユーザーのロケールの特定方法
オンライン書店では、次の順序で 3 つの方法を使用してユーザーのロケールを特定します。

� 顧客が書店にログインしている場合は、顧客のユーザー・プロファイルに関連付けられ
たロケールを調査して、それを推奨ロケールとして使用します。

� ユーザーに、書店のユーザー・インタフェースからロケールを入力させます。

� ブラウザから送信された Accept-Language HTTP ヘッダーを調査します。

Localizer Bean には、AcceptLangと localeOverrideという 2 つのプロパティがあり
ます。AcceptLangプロパティは、現行 HTTP リクエストの Accept-Language ヘッダーを
示します。localeOverrideプロパティは、ユーザーが明示的にロケールを選択したかど
うかを示し、現行 HTTP リクエストの GET リクエスト・パラメータとして渡されます。
header.jspファイルは、これらのプロパティの値を次のように初期化します。

<jsp:useBean id="my" class="oracle.demo.wob2.wob.beans.Localizer" scope="session" />
<jsp:setProperty name="my" property="AcceptLang" 
value="<%=request.getHeader(¥"Accept-Language¥") %>" />
<jsp:setProperty name="my" property="localeOverride" value="<%= 
request.getParameter(¥"v_override\") %>" />

この初期化によって、Localizer Bean の setAcceptLang()および
setlocaleOverride()メソッドが、現行 HTTP リクエストに関連付けられた
Localizerを適切なロケール情報で初期化します。アプリケーションは、現行のユー
ザー・ロケールを次の順序で決定します。

1. ユーザーが現行 HTTP セッションにログインしている場合は、ユーザー・プロファイル
のロケール設定を使用します。Localizerの isLoggedIn()メソッドによって、現行
ユーザーがログインしているかどうかを確認します。

2. localeOverrideプロパティが NULL でない場合は、このプロパティによってユー
ザー・ロケールとして指定されているロケールを使用します。
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3. AcceptLangプロパティが NULL でない場合は、このプロパティによってユーザー・
ロケールとして指定されているロケールを使用します。

4. それ以外の場合は、wob.propertiesリソース・バンドルの default_languageプ
ロパティによって指定されたデフォルトのロケールを使用します。デフォルトのロケー
ルは、LocaleUtil.javaで初期化されます。

Localizerの displayFlags()メソッドは、ユーザーが表示フラグの 1 つをクリックす
るとロケール入力が可能になる HTML コンテンツを生成します。このメソッドをコールす
るのは、header.jspファイルです。

World-of-Books でのでのでのでの Localizer メソッドでのロケール情報の使用方法メソッドでのロケール情報の使用方法メソッドでのロケール情報の使用方法メソッドでのロケール情報の使用方法
Localizerがユーザーのロケールで初期化されると、Localizerのすべてのメソッドはロ
ケールに依存します。表 6-6 に、Localizerで定義されたロケール依存メソッドの例を示
します。

その他のロケールに依存する機能は、次の項で説明します。

表表表表 6-6 Localizer Bean のロケール依存メソッドの例のロケール依存メソッドの例のロケール依存メソッドの例のロケール依存メソッドの例 

メソッドメソッドメソッドメソッド 使用例使用例使用例使用例

String formatDate() 次の JSP では、formatDate() メソッドを使用します。

� welcome.jspは、 初のページが表示するシステムの日付

を書式設定します。

� History.jspは、注文履歴の日付を書式設定します。

� setting.jspは、登録ユーザーがユーザー・プロファイル

を更新したときに表示される日付を書式設定します。

String getCurrency() Changeprofile1.jspは、ユーザー・プロファイル変更画面に

表示される主要通貨記号を取得します。

String 
getDualCurrency()

Changeprofile1.jspは、ユーザー・プロファイル変更画面に

表示される代替通貨記号または二重通貨記号を取得します。

String getTimeZone() myaccount.jspは、現行ユーザーのタイムゾーンを表示します。

String getDirection() setting.jspは、現行ユーザーに基づいて、テキストを記述す

る方向を表示します。

String getMessage() 大部分の JSP は、現行ロケールに対応する翻訳されたメッセージ

をリソース・バンドルから取得するために、このメソッドを使用
します。

String 
getNLSLanguage()

search.jspは、現行ロケールにおいて言語に依存する検索を実

行するために使用する Oracle の言語名を取得します。
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World-of-Books での問合せ結果のソート方法での問合せ結果のソート方法での問合せ結果のソート方法での問合せ結果のソート方法
問合せ結果の中で書籍を一覧表示する順序は、現行ユーザーのロケールによって異なりま
す。次に、検索テンプレートを示します。

SELECT books.bookid,
           langmap.language,
           books.title,
           books.author,
           substr(books.descpt, 1, 50)
     FROM  books, langmap
    WHERE  <specific search criteria> 
           books.langid = langmap.langid AND
           nlssort(books.title, 'NLS_SORT = '|| books.nsort) IS NOT NULL
 ORDER BY  langord(books.langid, 'Oracle_NLS_language'),
           nlssort(books.title, 'NLS_SORT='||books.nsort);

langmapテーブルは、言語 ID を Oracle NLS 言語名や NLSSORT SQL 関数で使用される
Oracle ソート名にマッピングします。$WOB_HOME/schema/langmap.sqlファイルは、
langmapテーブルを作成します。

SELECT文は、次のように ORDER BY句によって、書籍の順序を並び替えます。

1. この文は、PL/SQL 関数の langordが返す第 1 ソート・キーを使用して、書籍を言語に
よって分類します。langord関数は、現行ユーザーのロケールに対応する Oracle NLS
言語が書籍の言語に一致すると、 小キー値を返します。書籍がこのように分類される
ため、 初のグループは、言語がユーザーのロケールに一致する書籍で構成されます。

2. 各言語グループ内では、NLSSORT SQL 関数が返すソート・キーによって書籍が並び替
えられます。NLSSORT関数は、NLS_SORTパラメータで指定した言語順序に基づいて、
ソート・キーを生成します。NLS_SORTパラメータの値は、booksテーブルの nsort
列に格納されます。このように、ソートされたグループの書籍は、nsort列に格納され
た Oracle のソート基準名で並び替えられます。

また、アプリケーションも、ロケール情報を使用してユーザー・インタフェースの一覧を並
び替えます。たとえば、ユーザーが言語を選択できるように、Localizer Bean の
displayLanguageOptions()メソッドを使用して言語の一覧を構成します。
displayLanguageOptions()メソッドは、ロケール固有の Java コレータに基づいて、一
覧で言語を照合します。このコレータは、Localizer Bean が示す現行ロケールを使用して
構成されます。次に示すコードは、現行ユーザーのロケール内で各言語名の照合キーを取得
します。

String[] languages = localeutil.getSupportedLanguagesArray();
    CollationKey[] keys = new CollationKey[languages.length];
    for (int i = 0; i < languages.length; i++)
    {
      keys[i] = collator.getCollationKey(getMessage(languages[i])
                + " [" + languages[i]);
    }
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照合キーがキー配列に入ると、各キーのバイナリ値に基づいて配列がソートされます。ド
ロップダウン・リストを照合するその他のメソッドとして、displayCountryOptions()、
displayCurrencyOptions()および displayScriptCountryVars()があります。

World-of-Books での書籍の内容の検索方法での書籍の内容の検索方法での書籍の内容の検索方法での書籍の内容の検索方法
オンライン書店では、ロケールに依存する方法で、ユーザーが書籍の内容を検索することが
できます。次に示すクエリーは、書籍の内容を docsテーブルから検索します。

SELECT  books.bookid,
           langmap.language,
           books.title,
           books.author,
           substr(books.descpt, 1, 50)
     FROM  books, langmap, docs
    WHERE  contains(docs.doc, 'search_key’, 0) > 0 AND
           books.langid = langmap.langid AND
           nlssort(books.title, 'NLS_SORT = '|| books.nsort) IS NOT NULL

 ORDER BY  langord(books.langid, 'Oracle_NLS_language'),
           nlssort(books.title, 'NLS_SORT='||books.nsort);

WHERE句の contains(docs.doc, 'search_key', 0)関数は、docsテーブルの doc
列に格納されたドキュメントの内容に検索キーが存在すると、正の数を返します。その他の
クエリーは、書籍検索で使用するクエリーに類似しています。

Oracle Text は、デフォルトでは、NLS_LANGUAGEセッション・パラメータによって定義さ
れたとおりに検索キーの言語を使用します。言語に依存する方法で検索を実施するには、
search.jspが ALTER SESSION文を発行して、ユーザーが内容検索クエリーの実行前に
指定した値に NLS_LANGUAGEパラメータの値を変更します。ALTER SESSION文は次のよ
うになります。

ALTER SESSION SET NLS_LANGUAGE=language;

HTTPServletRequestオブジェクトの getParameter("v_language")メソッドをコー
ルすることによって、言語の値を取得します。この v_languageは、拡張検索画面の
フォーム入力パラメータです。
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World-of-Books デモのデモのデモのデモの HTML ページ・エンコーディングページ・エンコーディングページ・エンコーディングページ・エンコーディング
オンライン書店では、Localizer Bean の属性が HTML ページに使用するエンコーディン
グを保存します。wob.propertiesリソース・バンドルの default_encodingプロパ
ティは、属性をデフォルト・ページ・エンコーディングで初期化します。オンライン書店
は、デフォルトで UTF-8 を HTML ページ・エンコーディングとして使用して、多言語コン
テンツをサポートします。

UTF-8 を JSP のページ・エンコーディングとして規定するには、適切な Content-Type ヘッ
ダーを指定します。オンライン書店の場合、header.jspに Content-Type ページ・ディレ
クティブを次のように指定します。

<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" %>

header.jspは HTML 出力を生成するすべての JSP に含まれるので、このディレクティブ
を header.jspに指定するだけで済みます。

オンライン書店では、ユーザーがデフォルト・エンコーディングをユーザー・プロファイル
の推奨エンコーディングで上書きできます。ユーザーは、推奨されたページ・エンコーディ
ングをユーザー・プロファイル変更ページで選択できます。ユーザーがログインすると、
Localizer Bean の現在のエンコーディング属性が推奨エンコーディングに更新されます。
JSP にエンコーディングを設定するために、header.jspは、ユーザーがログインしている
かどうかを確認し、JSP ページ・ディレクティブで推奨エンコーディングが指定された
Content-Type ヘッダーを上書きするために HTTPServletResponse.setContentType()
メソッドをコールします。このコードは次のようになります。

<% if (my.isLoggedIn())
     response.setContentType("text/html; charset=" + my.getEncoding());
%>

Localizer Bean（my）の getEncoding()メソッドは、現行ユーザー・プロファイルから
推奨エンコーディングを返します。

World-of-Books デモでのデモでのデモでのデモでの HTML フォーム入力の処理フォーム入力の処理フォーム入力の処理フォーム入力の処理
オンライン書店は、HTML フォーム入力として多言語テキストをサポートします。この入力
は、ユーザーが書籍を検索するときの検索キーやログイン時のユーザー名の場合がありま
す。ブラウザは、HTML フォームと同一のエンコーディングでバイトのシーケンスとして
フォーム入力を送信します。入力を Unicode でエンコードされた Java 文字列に変換するに
は、ページ・エンコーディング情報が必要です。ページ・エンコーディングは Localizer の
属性として保存されているため、変換関数は Localizerクラスにカプセル化されます。

Localizer Bean の translateParameter()メソッドは、Bean のエンコーディング属性
に指定されたエンコーディングでフォーム入力を Java 文字列に変換します。このメソッド
は次のようになります。
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public String translateParameter(parameter_string)
{
    try {
      byte[] paramBytes = param.getBytes("ISO-8859-1");
      return new String(paramBytes, getEncoding());
    } catch (UnsupportedEncodingException e)
    {
      // return the same string if exception
    }
    return param;
}

Localizer Bean の getEncoding()メソッドは、HTML フォームのページ・エンコー
ディングを返します。

JSP は、入力を処理する translateParameter()メソッドをコールします。たとえば、次
のファイルがこのメソッドをコールします。

� search.jspは、このメソッドによって検索キーを取得します。

� updateprofile.jspは、このメソッドによって新しいユーザー・プロファイル情報を
取得します。

� login.jspは、このメソッドによってユーザー名を取得します。

World-of-Books デモでのデモでのデモでのデモでの URL のエンコーディングのエンコーディングのエンコーディングのエンコーディング
HTML ページに埋め込まれた URL はすべて、エンコードする必要があります。これらの
URL では、HTML ページと同一のエンコーディングを使用する必要があります。
Localizer Bean は、encodeURL()メソッドをカプセル化するのに も適しています。こ
のメソッドは、Localizerのエンコーディング属性に従って URL をエンコードします。

次の JSP は、encodeURL()メソッドをコールします。

� Item.jsp

� OrderItem.jsp

� Search.jsp

オンライン書店の埋込み型 URL は、ASCII でエンコードされているので、エンコードの必
要がありません。encodeURL()メソッドは、URL のエンコードの概念を示すためにコール
します。
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World-of-Books デモでのデモでのデモでのデモでの HTML ページの書式設定ページの書式設定ページの書式設定ページの書式設定
オンライン書店では、HTML ページに対して、次に示すロケールに依存するテキスト書式設
定要素を使用します。

� フォント・ファミリ

� 記述方向

� テキスト位置合せ

複数のロケールを同時にサポートするには、オンライン書店で、これらの要素を JSP にハー
ドコードするのではなく、ロケール固有のカスケーディング・スタイル・シート（CSS）に
外部化します。CSS ファイル構造は、WOB オンライン・ヘルプの静的 HTML ファイル構造
と同じです。

CSS ファイルは、次のとおりです。

� $WOB_HOME/docroot/wob/css/style.css（デフォルト CSS）

� $WOB_HOME/docroot/wob/css/ar/style.css

� $WOB_HOME/docroot/wob/css/he/style.css

� $WOB_HOME/docroot/wob/css/iw/style.css

� $WOB_HOME/docroot/wob/css/ja/style.css

� $WOB_HOME/docroot/wob/css/zh/style.css

$WOB_HOME/docroot/wob/jsp/header.jspでは、Localizer Bean の
getLocalizedURL()メソッドが現行ロケールに対応する CSS のフルパスを取得します。ロ
ケールに固有の CSS がない場合は、アプリケーションではデフォルトの CSS が使用されます。

次に、アラビア語テキスト用の CSS を示します。

html { direction: rtl }
h3 { font-size: 100%;
     text-align: end;
     font-weight: bold;
     color: #FFFFFF }

アラビア語 CSS では、HTML ページの記述方向を右から左（RTL）と定義します。テキス
トは、必ず記述方向の 後に位置が揃えられます。

次に、日本語テキスト用の CSS を示します。

html { direction: ltr }
h3 { font-size: 100%;
     text-align: end;
     font-family: "MS Gothic", "MS Mincho", "Times New Roman"…
     font-weight: bold;
     color: #FFFFFF }
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tr { font-family: "MS Gothic", "MS Mincho", "Times New Roman",…
     font-size: 12pt; }
p {  font-family: "MS Gothic", "MS Mincho" "Times New Roman",…
     font-size: 12pt}

日本語の CSS では、記述方向を左から右（LTR）と定義します。テキストは、必ず記述方向
の 後に位置が揃えられます。日本語テキストの表示に使用するフォント・ファミリは、
MS ゴシックと MS 明朝です。これらは、Microsoft Windows の日本語フォントです。フォ
ント・ファミリを CSS で指定しない場合は、アプリケーションではブラウザのデフォルト・
フォントが使用されます。

World-of-Books デモでのデータベース接続デモでのデータベース接続デモでのデータベース接続デモでのデータベース接続
WOB デモでは、Oracle JDBC ドライバを使用して、Oracle9i Database に接続します。JDBC
ドライバは、データベース内に格納されたデータを Java 文字列との間で透過的に変換しま
す。ほとんどの場合、データベースに格納された Unicode データにアクセスするために、特
別な処理は必要ありません。

特別なデータ処理が必要になる例が 1 つあります。Java 文字列が INSERTまたは UPDATE
の SQL 文で NVARCHARデータ型の列にバインドされている場合、
OraclePreparedStatementクラスの setFormOfUse()メソッドをコールして、ター
ゲット列が NVARCHARデータ型であることを JDBC に通知する必要があります。
setFormOfUse()メソッドは、新しい書籍が booksテーブルに挿入されると、$WOB_
HOME/src/orcalc/demo/wob2/supp/beans/insertItem.javaでコールされます。

World-of-Books デモでのデモでのデモでのデモでの HTML ページ・コンテンツの構成ページ・コンテンツの構成ページ・コンテンツの構成ページ・コンテンツの構成
オンライン書店は、次に示す翻訳可能なコンテンツで構成されています。

� 静的 HTML とイメージ・ファイルによるオンライン・ヘルプ

� HTML ページの構成に使用するために格納された文字列またはメッセージ

� 書名、著者などの動的な書籍情報

この項の項目は次のとおりです。

� World-of-Books のオンライン・ヘルプの静的ファイル

� World-of-Books の HTML ページ・コンテンツに対するリソース・バンドルの使用
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World-of-Books のオンライン・ヘルプの静的ファイルのオンライン・ヘルプの静的ファイルのオンライン・ヘルプの静的ファイルのオンライン・ヘルプの静的ファイル
WOB のオンライン・ヘルプの静的 HTML ファイルは、$WOB_HOME/docroot/wob/help
内にあります。オンライン・ヘルプの英語バージョンは、helpディレクトリの 上位にあ
ります。各ロケールの翻訳済ヘルプは、それぞれ help/locale_nameディレクトリにあり
ます。たとえば、日本語のオンライン・ヘルプは、help/ja_JPディレクトリにあります。

現行のユーザー・ロケールによって、アプリケーションが使用する help サブディレクトリ
は異なります。Localizer Bean は、ユーザーの現行ロケールを保存します。
getLocalizedURL()メソッドは、ユーザーのロケールに対応する HTML ファイルの正し
いパスを返します。ヘルプの相対パスが ../help/index.htmlであり、現行ロケールが
ja_JPであるとすると、このメソッドは、列挙された順序で次のファイルの存在を確認し
て、 初に見つかったファイルを返します。

� $WOB_HOME/docroot/wob/help/ja_JP/index.html

� $WOB_HOME/docroot/wob/help/ja/index.html

� $WOB_HOME/docroot/wob/help/index.html

header.jspファイルは、適切なオンライン・ヘルプを参照できるように、このメソッドを
コールしてすべての翻訳済 HTML ファイルの正しいパスを取得し、その結果を使用して
HREFタグを構成します。

World-of-Books のののの HTML ページ・コンテンツに対するリソース・バンドルのページ・コンテンツに対するリソース・バンドルのページ・コンテンツに対するリソース・バンドルのページ・コンテンツに対するリソース・バンドルの
使用使用使用使用

リスト・リソース・バンドルは、オンライン書店のユーザー・インタフェースを設定するす
べての変換可能なメッセージを保存します。リソース・バンドルは、$WOB_
HOME/src/oracle/demo/wob2/wob/resource/MessageBundle.javaにあります。
このリソース・バンドルは、27 か国語に翻訳され、翻訳済のリソース・バンドル名には
Java ロケール名に対応する接尾辞が付けられています。

Localizer Bean の getMessage()メソッドは、現行ロケールに対応するリソース・バン
ドルから翻訳済メッセージを取得します。大部分の JSP はこのメソッドをコールします。
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Oracle Application Server の翻訳されている
A

Oracle Application Server の翻訳されているの翻訳されているの翻訳されているの翻訳されている

言語言語言語言語

Oracle Application Server は、次の言語に翻訳されています。Oracle Application Server は、
Oracle Application Server 自体が翻訳されている言語数より多くの言語を実行時にサポート
します。サポートされるすべての言語のリストについては、『Oracle9i Globalization Support 
Guide』を参照してください。

表表表表 A-1 翻訳されている言語および略称翻訳されている言語および略称翻訳されている言語および略称翻訳されている言語および略称

言語言語言語言語 Oracle での言語の略称での言語の略称での言語の略称での言語の略称

アラビア語 ar

ポルトガル語（ブラジル） ptb

フランス語（カナダ） frc

カタロニア語 ca

チェコ語 cs

デンマーク語 dk

オランダ語 nl

フィンランド語 sf

フランス語 f

ドイツ語 d

ギリシャ語 el

ヘブライ語 iw

ハンガリー語 hu
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イタリア語 i

日本語 ha

韓国語 ko

スペイン語（南米） esa

ノルウェー語 n

ポーランド語 pl

ポルトガル語 pt

ルーマニア語 ro

ロシア語 ru

簡体字中国語 zhs

スロバキア語 sk

スペイン語 e

スウェーデン語 s

タイ語 th

繁体字中国語 zht

トルコ語 tr

表表表表 A-1 翻訳されている言語および略称（続き）翻訳されている言語および略称（続き）翻訳されている言語および略称（続き）翻訳されている言語および略称（続き）

言語言語言語言語 Oracle での言語の略称での言語の略称での言語の略称での言語の略称
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用語集用語集用語集用語集

Unicode 

ほぼすべての言語の文字に対してバイナリ値を定義するユニバーサル・キャラクタ・セッ
ト。Unicode 文字は、UTF-8 キャラクタ・セットの 1 ～ 4 バイト、UTF-16 キャラクタ・
セットの 2 ～ 4 バイト、UTF-32 キャラクタ・セットの 4 バイトでエンコードされる。

エンコーディングエンコーディングエンコーディングエンコーディング （（（（encoding））））

インターネット・アプリケーションが従うロケールに対して特定のプログラミング環境で使
用するキャラクタ・セット。「ページ・エンコーディング（page encoding）」、「キャラクタ・
セット（character set）」を参照。

キャラクタ・セットキャラクタ・セットキャラクタ・セットキャラクタ・セット （（（（character set））））

言語を構成する文字のバイナリ値を定義する。たとえば、ISO-8859-1 キャラクタ・セットを
使用すると、大部分の西欧言語をエンコードできる。

データベース・アクセス記述子データベース・アクセス記述子データベース・アクセス記述子データベース・アクセス記述子 （（（（database access descriptor：：：：DAD））））

Oracle HTTP Server mod_plsqlモジュールが接続するターゲット・データベースの接続文
字列と Oracle パラメータを示す。

ページ・エンコーディングページ・エンコーディングページ・エンコーディングページ・エンコーディング （（（（page encoding））））

インターネット・アプリケーションが従うロケールに対して HTML ページが使用するキャ
ラクタ・セット。

ロケールロケールロケールロケール （（（（locale））））

言語と言語が話されている地域（領域）。地域に関する情報には、日付や通貨の形式がある。
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