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はじめにはじめにはじめにはじめに

『Web-to-go インプリメンテーション・ガイド』では、Web-to-goアプリケーションの開発、
配布および管理の方法を開発者に説明します。 このガイドでは、Web-to-goの概要を紹介し、
サンプル・アプリケーションを提供します。

このマニュアルの内容は、次のとおりです。 

第 1章「概要」 Web-to-goを紹介し、このマニュアルの使用方法を説
明します。

第 2章「概念」 Web-to-goの機能と用語を理解するための概念的なフ
レームワークを提供します。

第 3章「Web-to-goのチュート
リアル」

チュートリアル方式を使用してWeb-to-goの実装方法
を説明します。

第 4章「Web-to-goアプリケー
ションの開発」

Web-to-goアプリケーションの開発方法に関する情報
を提供します。

第 5章「Web-to-goアプリケー
ションの配布」

Web-to-goアプリケーションの配布方法に関する情報
を提供します。

第 6章「Web-to-goアプリケー
ションの管理」

Web-to-goアプリケーションの管理方法に関する情報
を提供します。

第 7章「Web-to-goクライアン
トの使用方法」

Web-to-goクライアントをインストールして使用する
方法を説明します。

付録 A「トラブルシューティン
グのための FAQ」

Web-to-goのトラブルシューティングについて、よく
ある質問とその回答を提供します。

付録 B「Web-to-go 初期化パラ
メータ」

webtogo.oraファイルに含まれているパラメータを定
義します。

付録 C「Web-to-go サンプル・
アプリケーション」

Web-to-goアプリケーションのサンプルが含まれてい
ます。
ix



付録 D「Web-to-go Javaパッ
ケージ」

Web-to-go Javaパッケージのサンプルが含まれていま
す。

「用語集」 データベースとWeb-to-goの概要と用語を定義します。
x
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概要概要概要概要

この章では、Oracle Web-to-goを紹介します。 内容は、次のとおりです。

� Web-to-goとは

� Web-to-goの構成

� Web-to-goサーバーの実行

� webtogo.oraファイル
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Web-to-goとは
Web-to-goとはとはとはとは
Web-to-goは、モバイル・インターネット実装用プラットフォームです。 イントラネットお
よびインターネットのモバイル・アプリケーションの作成、配布、管理および操作を容易に
する機能が含まれています。 Web-to-goを使用すると、サーバー、ラップトップ、PDA
（personal digital assistants）、および将来的には Smartphoneでも実行されるスケーラブルな
ブラウザ・ベースのWebアプリケーションを開発できます。Web-to-goでは、接続されて
いるユーザーと接続されていないユーザーにまったく同じアプリケーションを作成し配布で
きます。 ユーザーはWeb-to-goアプリケーションをオンラインで実行し、インターネットま
たはイントラネットを介して Oracle8iデータベースに接続します。あるいは、オフラインで
クライアント・デバイス上の Oracle Liteに接続します。アプリケーションをオフラインに
切り替えると、Web-to-goは選択されたアプリケーションとデータをOracle8iからクライア
ント・デバイス上の Oracle Liteデータベースにダウンロードします。オンラインに戻ると、
Web-to-goはデータの変更を Oracle Liteから Oracle8iにレプリケートします。

概念と用語概念と用語概念と用語概念と用語
Web-to-goを実装する前に、Web-to-goの概念と用語を理解しておく必要があります。 第 2
章「概念」にはWeb-to-goの概要が説明されていて、用語集にはWeb-to-goの用語と定義の
完全なリストが掲載されています。 作業を開始する前に、この 2つの章をよく読んでくださ
い。

実装のためのチュートリアル実装のためのチュートリアル実装のためのチュートリアル実装のためのチュートリアル
Web-to-goの概念と用語を理解した後は、Web-to-goの実装プロセスを理解します。第 3章
「Web-to-goのチュートリアル」では、単純なWeb-to-goアプリケーションの開発、配布、
管理および実行のプロセスを順番に説明します。

詳しい実装方法詳しい実装方法詳しい実装方法詳しい実装方法
Web-to-goの概要を理解した後は、第 4章から第 7章までに提供されている指示に従って、
Web-to-goを実装します。 これらの章には、Web-to-goアプリケーションの開発、配布、管
理および使用に関する詳しい情報が提供されています。 さらに、『Web-to-go インプリメン
テーション・ガイド』には、サンプル・アプリケーションとトラブルシューティング情報が
提供されています。
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Web-to-goの構成
Web-to-goの構成の構成の構成の構成
この項では、Web-to-goを構成するための情報を提供します。 Web-to-goは、インストール
しただけでは実行できません。 Web-to-go Webサーバーを実行するためのフレームワークと
してWebサーバーを構成する必要があります。Web-to-goは、次の構成で実行できます。

� Oracle Application Server（OAS）上のWeb-to-goカートリッジ

� Apache HTTP Server上のWeb-to-goモジュール

� スタンドアロンのWeb-to-go Webサーバー（webtogo.exe））））

これらの構成の設定方法の詳細は、「Oracle Application Server（OAS）上でのWeb-to-go
カートリッジの構成」、「Apache HTTP Server上のWeb-to-goモジュールの構成」および
「スタンドアロン・モードで実行するWeb-to-goサーバーの構成」を参照してください。 構
成した後、Web-to-goを起動する必要があります。この方法は、「Web-to-goサーバーの実
行」に説明されています。

Oracle Application Server（（（（OAS）上での）上での）上での）上での Web-to-goカートリッジの構成カートリッジの構成カートリッジの構成カートリッジの構成
Oracle Web-to-goサーバーは、Oracle Application Server 4.0上でカートリッジとして実行さ
れます。 Oracle Web-to-goサーバーを Oracle Application Serverに追加し、OAS Managerを
使用してWeb-to-goサーバーを構成しチューニングする必要があります。 Oracle Web-to-go
サーバーの追加、構成およびチューニングには、次の手順を実行します。

� ステップ 1: Oracle Application Serverへのアプリケーションの追加

� ステップ 2: アプリケーションへのカートリッジの追加

� ステップ 3: カートリッジのチューニング

� ステップ 4: MIMEタイプの指定

ステップステップステップステップ 1: Oracle Application Serverへのアプリケーションの追加へのアプリケーションの追加へのアプリケーションの追加へのアプリケーションの追加
Oracle Application Serverにアプリケーションを追加するには、次の手順に従います。

1. ブラウザのアドレス指定ウィンドウに、Oracle Application Server Manager 4.0ページ
の URLを入力します。この URLには管理用のポート番号も指定します。

2. 必要なユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

注意注意注意注意 : 次の説明は Oracle Application Server 4.0.7.1.0を前提としていま
す。Oracle Application Server 4.0のこれ以外のリリースを実行中の場合
は、ステップのいくつかが異なる可能性があります。詳細は、Oracle 
Application Serverのドキュメントを参照してください。
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Web-to-goの構成
3. Oracle Application Server Managerをクリックします。 左のフレームに「website_name
サイト」というアイコンが表示されます。website_nameはWebサイトの名前です。 たと
えば、アイコンの名前は「website40サイト」になります。 右のフレームには、Webサ
イト上の別のノードが表示されます。

4. 該当する machine_nameノード上の全コンポーネントを停止します。

5. 「website_nameサイト」アイコンを拡張します。 次のアイコンが表示されます。

� Oracle Application Server

� HTTPリスナー

� アプリケーション

6. 「アプリケーション」を選択し、右のフレームにある正符号（+）をクリックします。 
「アプリケーションの追加」ウィンドウが表示されます。

7. 「アプリケーション・タイプ」リストから「C Web」を選択します。

8. 「モードの設定」で「手動」、次に「適用」をクリックします。

9. 指定された値を次の各フィールドに入力してから「適用」をクリックします。

「Success」ウィンドウが表示されます。

ステップステップステップステップ 2: アプリケーションへのカートリッジの追加アプリケーションへのカートリッジの追加アプリケーションへのカートリッジの追加アプリケーションへのカートリッジの追加
アプリケーションにカートリッジを追加するには、次の手順に従います。

1. 「Success」ウィンドウで「このアプリケーションにカートリッジを追加」をクリックし
ます。

2. 指定された値を次の各フィールドに入力してから「適用」をクリックします。

フィールドフィールドフィールドフィールド 値値値値

アプリケーション名 webtogo

表示名 Oracle Web-to-go

アプリケーションのバー
ジョン

1.3.0.1.0

フィールドフィールドフィールドフィールド 値値値値

カートリッジ名 webtogo

表示名 Oracle Web-to-go
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Web-to-goの構成
3. 「アプリケーション」アイコンを拡張してから「Oracle Web-to-go」アイコンを拡張しま
す。 「設定」アイコンと「カートリッジ」アイコンが表示されます。

4. 「設定」アイコンを拡張します。 「設定」ツリー表示メニューに次のアイコンが表示され
ます。

� サーバー

� ロギング

� Webパラメータ

� Txプロパティ

� トランザクション

5. 「サーバー」をクリックします。

6. 「ホスト」をクリックします。

7. 指定された値を次の各フィールドに入力してから「適用」をクリックします。

「サーバー」ページが表示されます。

8. 「サーバー」ページで「適用」をクリックします。

9. 「Webパラメータ」をクリックします。

10.「アプリケーションのMIMEタイプ」フィールドは空にしてください。 「アプリケー
ションのMIMEタイプ」フィールドに情報がある場合はすべて削除してから「適用」
をクリックします。 「Success」ウィンドウが表示されます。

カートリッジ共有オブジェ
クト

Oracle_Home¥webtogo¥bin¥wtgoas.dll

カートリッジのエントリ・
ポイント

WEB_Entry

仮想パス /webtogo

物理パス Oracle_Home¥webtogo

フィールドフィールドフィールドフィールド 値値値値

最小サーバー数 1

最大サーバー数 1

フィールドフィールドフィールドフィールド 値値値値
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Web-to-goの構成
ステップステップステップステップ 3: カートリッジのチューニングカートリッジのチューニングカートリッジのチューニングカートリッジのチューニング
カートリッジをチューニングするには、次の手順に従います。

1. 「カートリッジ」アイコンを拡張します。 「カートリッジ」ツリー表示メニューに
「Oracle Web-to-go」アイコンが表示されます。

2. 「Oracle Web-to-go」アイコンを拡張します。 「Oracle Web-to-go」ツリー表示メニュー
に「設定」アイコンが表示されます。

3. 「設定」アイコンを拡張します。 「設定」ツリー表示メニューに次のアイコンが表示され
ます。

� チューニング

� 仮想パス

� CWEBパラメータ

� カートリッジ・パラメータ

4. 「チューニング」をクリックします。 「チューニング」ページが表示されます。

5. 指定された値を次の各フィールドに入力してから「適用」をクリックします。

「Success」ウィンドウが表示されます。

6. 「仮想パス」をクリックします。 「仮想パス」ページが表示されます。

7. 指定された値を次の各フィールドに入力してから「適用」をクリックします。

フィールドフィールドフィールドフィールド 値値値値

最小インスタンス数 1

最大インスタンス数 1

最小スレッド数 1

最大スレッド数 1000

最大クライアント数（状態を保持しないカートリッジ
の場合）

1000

フィールドフィールドフィールドフィールド 値値値値

仮想パス /webtogo

物理パス Oracle_Home¥webtogo
1-6　Web-to-go インプリメンテーション・ガイド



Web-to-goの構成
8. 「CWEBパラメータ」をクリックします。 「CWEBパラメータ」ページが表示されます。

9. 指定された値を次の各フィールドに入力してから「適用」をクリックします。

「Success」ウィンドウが表示されます。

ステップステップステップステップ 4: MIMEタイプの指定タイプの指定タイプの指定タイプの指定
1. ツリー表示メニューの一番上にある「website_nameサイト」アイコンを拡張します。 
「HTTPリスナー」アイコンが表示されます。

2. 「HTTPリスナー」アイコンを拡張します。 「machine_name:www」アイコンが表示され
ます。

3. 「machine_name:www」アイコンを拡張します。 「machine_name:www」ツリー表示メ
ニューに次の項目へのリンクが表示されます。

� ネットワーク

� ディレクトリ

� 言語

� MIME

� エンコーディング

� セキュリティ

4. 「MIME」アイコンをクリックします。 「MIME」ページが表示されます。

5. 指定された値を次の各フィールドに入力してから「適用」をクリックします。

フィールドフィールドフィールドフィールド 値値値値

カートリッジ共有オブジェ
クト

Oracle_Home¥webtogo¥bin¥wtgoas.dll

カートリッジのエントリ・
ポイント

WEB_Entry

状態を保持しない はい

フィールドフィールドフィールドフィールド 値値値値

image/jpg jpg

application/jar jar
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Web-to-goの構成
6. 「machine_name」ノードの全コンポーネントを再起動して、Oracle Application Server 
4.0ホーム・ページを終了します。

Apache HTTP Server上の上の上の上の Web-to-goモジュールの構成モジュールの構成モジュールの構成モジュールの構成
Web-to-goサーバーは、Apache HTTP Server上のモジュールとして実行できます。 実行する
には、まず Apache HTTP Serverをインストールして構成する必要があります。 

構成ファイル構成ファイル構成ファイル構成ファイル
Web-to-goモジュールを Apache HTTP Serverに追加するには、Apache構成ファイルを変
更します。 構成ファイルのデフォルトの場所は、次のとおりです。

APACHE_DIR¥conf¥httpd.conf

APACHE_DIRは、Apache HTTP Serverをインストールしたディレクトリです。 

たとえば、Apache HTTP Serverを次の場所にインストールしてあるとします。

C:¥Program Files¥Apache Group¥Apache

この場合、構成ファイルへのフル・パスは、次のとおりです。 

C:¥Program Files¥Apache Group¥Apache¥conf¥httpd.conf 

インストールインストールインストールインストール
Web-to-goモジュールを Apache HTTP Server用に構成するには、次の手順に従います。

1. Apache構成ファイルに次の行を追加して、Web-to-goモジュールを追加します。

LoadModule WTG_Module Oracle_Home¥webtogo¥bin¥wtgapach.dll

<Location /webtogo>

SetHandler web-to-go

</Location>

2. DOSプロンプトで次のコマンドを入力して、Apache HTTP Serverを起動します。

apache

注意注意注意注意 : Apache HTTP Serverはサード・パーティ製品であり、オラクル社
は開発もサポートもしていません。 Apache HTTP Serverの詳細は、次の
Apache Webサイトから入手できます。

 http://www.apache.org.
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Web-to-goサーバーの実行
Apache HTTP Serverがすでに実行されている場合は、DOSプロンプトで次のコマンドを入
力して再起動します。

apache -k restart

3. Web-to-goサーバーを起動します。

Web-to-goサーバーの起動方法は、「Apache HTTP Server上のWeb-to-goモジュールの構
成」を参照してください。

スタンドアロン・モードで実行するスタンドアロン・モードで実行するスタンドアロン・モードで実行するスタンドアロン・モードで実行する Web-to-goサーバーの構成サーバーの構成サーバーの構成サーバーの構成
Web-to-goを開発マシンで実行する場合などは、Oracle Application Serverや Apache HTTP 
Serverを使用せずにWeb-to-goサーバーを起動することがあります。 Web-to-goサーバーを
スタンドアロン・モードで起動するには、webtogo.exeユーティリティを実行します。
Web-to-goサーバーをインストールした後、DOSプロンプトで次のように入力して起動しま
す。

c:¥> webtogo

Web-to-goサーバーをサーブレットのデバッグ・モードで起動する場合（サーブレットの実
行で問題が発生する場合）は、次のように入力します。

c:¥> webtogo -d 

Web-to-goサーバーを全体のデバッグ・モードで起動する場合（サーバーとwebtogo.ora
ファイルで問題が発生する場合）は、次のように入力します。

c:¥> webtogo -d0 

Web-to-goサーバーの実行サーバーの実行サーバーの実行サーバーの実行
Web-to-goサーバーを実行するには、使用するシステム構成に応じて、まずOracle 
Application Server、Apache HTTP Serverまたは webtogo.exeプログラムを起動する必要が
あります。 リソース・マネージャのユーザー名とパスワードを入力すると、Web-to-goサー
バーを起動できます。 これにより、Web-to-goサーバーがWeb-to-goリポジトリにログイン
されます。 デフォルトのユーザー名はMOBILEADMINです。 パスワードは、リソース・マ
ネージャ・データベース・ユーザーのパスワードです。 リソース・マネージャのユーザー名
とパスワードを次のようにして入力します。  

注意注意注意注意 : 前述の指示は、Apache HTTP Server 1.3.9 for Windows NT 4.0を
前提としています。 これ以外のリリースの Apache Web Serverを実行する
場合は、ステップのいくつかが異なる可能性があります。 詳細は、Apache 
Web Serverのドキュメントを参照してください。
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Web-to-goサーバーの実行
1. 次の URLに接続します。

http://Web-to-go_server_name:8080/

2. Web-to-goリソース・マネージャのユーザー名とパスワードを入力します。
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Web-to-goサーバーの実行
3. 「起動」をクリックします。 これでWeb-to-goサーバーが起動され実行状態になります。

クライアントクライアントクライアントクライアント
Web-to-goクライアントはメインのWebアプリケーション・サーバーに接続し、すべての
クライアント・アプリケーションをアプリケーション・リポジトリから実行します。 クライ
アントが接続を切断する（オフライン・モードに切り替える）と、Web-to-goはクライアン
トのアプリケーション用のファイルと Javaクラスをすべてクライアントのアプリケーショ
ン・リポジトリにダウンロードします。

注意注意注意注意 : スタンドアロン・モードで実行する場合、リソース・マネージャ
のユーザー名とパスワードは、次の構文を使用してコマンドラインに指定
します。

c:¥> webtogo username/password@webtogo.world
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webtogo.oraファイル
クライアント上でのクライアント上でのクライアント上でのクライアント上での Web-to-go Webサーバーの起動サーバーの起動サーバーの起動サーバーの起動
Web-to-goクライアントのコンポーネントの 1つがWebサーバーです。 Web-to-goクライア
ントがインストールされると、Webサーバーが自動的に起動され、サーバーのアイコンが画
面の右下に表示されます。 

Web-to-goサーバーを手動で起動する場合は、DOSのプロンプトで次のように入力します。

c:¥> WEBTOGO_HOME¥webtogo¥webtogo.exe

WEBTOGO_HOMEは、クライアント上でWeb-to-goがインストールされているデフォル
ト・ディレクトリです。 デフォルトのインストール・ディレクトリは Oracle_Homeです。

Web-to-goサーバーをサーブレットのデバッグ・モードで起動する場合（サーブレットの実
行で問題が発生する場合）は、次のように入力します。

c:¥> WEBTOGO_HOME¥webtogo¥webtogo.exe -d

Web-to-goサーバーを全体のデバッグ・モードで起動する場合（サーバーとwebtogo.ora
ファイルで問題が発生する場合）は、次のように入力します。

c:¥> WEBTOGO_HOME¥webtogo¥webtogo.exe -d0

クライアント上でのクライアント上でのクライアント上でのクライアント上での Web-to-go Webサーバーの停止サーバーの停止サーバーの停止サーバーの停止
クライアント・コンピュータをシャットダウンすると、Web-to-goサーバーも自動的に
シャットダウンされます。 Web-to-goサーバーを手動でシャットダウンする場合は、サー
バー・アイコンをマウスの右ボタンでクリックし「終了」を選択します。 Web-to-goサー
バーをデバッグ・モードで実行中の場合は、[Ctrl]+[C]を押してから [Enter]を押します。

webtogo.oraファイルファイルファイルファイル
Web-to-goは起動時に（Oracle_Home¥webtogo¥binディレクトリにある）webtogo.oraファ
イルから構成情報を読み取ります。 このファイルには一般的な構成情報が含まれています。
このファイルは、Web-to-goを実行するクライアントとサーバーのすべてにインストールさ
れます。 ファイル内の情報のほとんどはインストール中に決定されるものなので、変更しな
いでください。 詳細は、付録 B「Web-to-go 初期化パラメータ」を参照してください。 
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概念概念概念概念

この章では、Web-to-goの機能と用語を理解するための概念的なフレームワークを提供しま
す。 内容は、次のとおりです。

� Oracle Web-to-go

� Web-to-goの環境

� 同期の概念

� Web-to-go アプリケーション

� Web-to-goでの開発

� アクセス制御の管理
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Oracle Web-to-go
Oracle Web-to-go
Oracle Web-to-goは、Webベースのモバイル・データベース・アプリケーションを開発し
配布するためのフレームワークです。Web-to-goアプリケーションは、ユーザーがネット
ワークに接続されているかどうかにかかわらず、使用できます。 オフラインになると、
Web-to-goはデータとアプリケーションをユーザーの PCにキャッシュします。オンライン
に戻ると、Web-to-goはユーザーのデータ変更をOracle8iと同期化します。

Web-to-goは、サーバーから一元的に管理されます。 管理者はWeb-to-goのパブリッシュ・
ウィザードとコントロール・センターを使用して、アプリケーションをパブリッシュおよび
管理します。 管理者は、パブリッシュ・ウィザードを使用してアプリケーションを
Web-to-goサーバーにパブリッシュします。また、 開発者もパブリッシュ・ウィザードを使
用して、アプリケーションをパッケージ化できます。 アプリケーションはコントロール・セ
ンターを使用して管理できます。管理者は、コントロール・センターを使用してユーザーの
作成と権限の割当てを実行できます。

ユーザーは、Webブラウザを使用してWeb-to-goクライアントからWeb-to-goアプリケー
ションを実行します。 Web-to-goクライアントのインストールと使用に必要なものは、
HTMLブラウザとWeb-to-goサーバーへのアクセス権のみです。

Web-to-goの環境の環境の環境の環境
Web-to-go環境は、クライアント、アプリケーション・サーバーおよびデータベース・サー
バーを含む 3層のWebモデルです。Web-to-goユーザーは、Web-to-goクライアントが
ネットワークに接続されているかどうかにかかわらず、アプリケーションとデータにアクセ
スできます。
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Web-to-goの環境
Web-to-goクライアントクライアントクライアントクライアント
クライアント層はブラウザとWeb-to-goクライアントで構成されています。クライアントに
は、Oracle Lite Webサーバーと Oracle Liteデータベースが含まれます。

サイトサイトサイトサイト
Web-to-goは、Web-to-goクライアント上の各ユーザーに対してデータベースを作成します。 
このデータベースはサイトと呼ばれます。 Web-to-goクライアントには、ユーザー 1人につ
き 1つのサイトが含まれます。ただし、ユーザーは複数の異なるWeb-to-goクライアント上
にサイトを所有できます。 管理者は、Web-to-goコントロール・センターを使用してサイト
を追跡し管理します。 詳細は、第 6章「Web-to-goアプリケーションの管理」の「クライア
ント・サイトの追跡」を参照してください。
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Web-to-goの環境
Web-to-goサーバーサーバーサーバーサーバー
アプリケーション・サーバー層にはWeb-to-goサーバーが含まれます。このサーバーは、
Web-to-goクライアントからのデータベース・サーバー内でのデータ変更要求を処理しま
す。 Web-to-goサーバーは、次に示すWebアプリケーション・サーバーのいずれか 1つとと
もに稼働するハンドラです。

� Oracle Application Server（OAS）

� Apache HTTP Server

� スタンドアロンのWeb-to-go Webサーバー（webtogo.exe））））

データベース・サーバーデータベース・サーバーデータベース・サーバーデータベース・サーバー
データベース・サーバー層は、アプリケーション・データとWeb-to-goファイルを格納しま
す。 Web-to-goファイルは、Web-to-goリポジトリ（Oracle8i上に常駐の仮想ファイル・シ
ステム）に格納されます。 このリポジトリは、すべてのアプリケーション・ファイルとアプ
リケーション定義を含む永続リソース・リポジトリです。

ワークスペースワークスペースワークスペースワークスペース
ユーザーは、ワークスペースと呼ばれるWebページからWeb-to-goアプリケーションにア
クセスします。Web-to-goは、ユーザーがWeb-to-goにログインした後に、ユーザーのブラ
ウザ内にワークスペースを生成します。 ワークスペースは、ユーザーが使用できるすべての
アプリケーションのアイコン、リンクおよび説明を表示します。アプリケーションを使用で
きるようになるのは、管理者がアプリケーションをWeb-to-goシステムにパブリッシュし、
ユーザーに対してアクセス権を付与した後です。
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同期の概念
同期の概念同期の概念同期の概念同期の概念
Web-to-goを使用すると、Webブラウザを使用してオンライン・モードまたはオフライン・
モードで操作できます。 オンライン・モードでは、Web-to-goリポジトリ内のアプリケー
ションと Oracle8i内に格納されているデータにアクセスします。 オフライン・モードでは、
Oracle Liteにローカルに格納されている、アプリケーションとデータのレプリケーション・
コピーにアクセスします。Web-to-goは、オフライン・モードに切り替えたときに、ユー
ザーのアプリケーションとデータを Oracle Liteにレプリケートします。オンラインに戻っ
たときに、Web-to-goはデータの変更をOracle8iにレプリケートします。

Webブラウザは、Web-to-goクライアント上の Oracle Lite Webサーバーに接続します。 
Oracle Lite Webサーバーが、オンライン・モードかオフライン・モードかを判断します。 次
のいずれかに該当する場合は、オンライン・モードです。

� ユーザーが最後にWeb-to-goを使用したのがオンライン・モードであった。

� ユーザーはWeb-to-goクライアントから初めてWeb-to-goにアクセスする。
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同期の概念
オンライン・モードオンライン・モードオンライン・モードオンライン・モード
オンライン・モードで実行するとき、Oracle Lite Webサーバーはユーザーのログイン要求
を Oracle Application Server上のWeb-to-goカートリッジにリダイレクトします。 その後、
Web-to-goカートリッジはワークスペース・ページを生成し、このページをWebブラウザ
に返します。 ワークスペースには、Web-to-goアプリケーションへのリンクが含まれていま
す。 アプリケーション・リンクをクリックすると、アプリケーションが起動します。 アプリ
ケーションは中間層で実行され、Oracle8iデータ・サーバーに格納されているデータにアク
セスします。

オフライン・モードへの切替えオフライン・モードへの切替えオフライン・モードへの切替えオフライン・モードへの切替え
オフライン・モードに切り替えて、Web-to-goアプリケーションの実行を続けられます。 オ
フライン・モードに切り替えると、Web-to-goはユーザーのアプリケーションとデータを
Web-to-goリポジトリからWeb-to-goクライアントにレプリケートします。

オフライン・モードで実行するとき、Oracle Lite Webサーバーはアプリケーションへのリ
ンクを含むワークスペース・ページを生成します。 これらのリンクは Oracle Lite Webサー
バーを指しているため、リンクの 1つをクリックするとクライアント層でアプリケーション
が起動します。 アプリケーションは Oracle Lite Webサーバーによりクライアント層で実行
され、Oracle Liteに格納されているデータにアクセスします。

オンライン・モードへの切替えオンライン・モードへの切替えオンライン・モードへの切替えオンライン・モードへの切替え
オンライン・モードに切り替えると、Web-to-goはローカルに加えられたデータ変更を
Oracle8iデータ・サーバーにレプリケートします。 レプリケーション・プロセスが完了する
と、ブラウザはWeb-to-goサーバー層にあるWeb-to-goカートリッジにリダイレクトされ、
オンライン・モードになります。

Web-to-go アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション
Web-to-goアプリケーションはモバイル・データベース・アプリケーションで、オンライ
ン・モードとオフライン・モードでシームレスに稼働します。 管理者は、オンライン・モー
ドとオフライン・モード用に別々のWeb-to-goアプリケーションを作成する必要はありませ
ん。 Web-to-goのランタイム環境ではオンラインとオフラインの違いが隠されているので、
この 2つの違いはユーザーにとっては透過的です。

ユーザーは、Webブラウザを介してWeb-to-goアプリケーションにアクセスします。 通常、
これらのアプリケーションは Oracle8iデータ・サーバーに格納されているデータの変更に使
用されます。Web-to-goアプリケーションは、HTMLページやイメージ・ファイルなどの静
的コンポーネント、Javaサーブレットなどの動的コンポーネント、および表やシーケンスな
どのデータベース・オブジェクトで構成できます。Web-to-goではこれらのコンポーネント
をすべてオンラインとオフラインの両方のモードで管理し、コンポーネントに加えられた変
更を自動的にWeb-to-goシステム全体に伝播します。 Web-to-goアプリケーションのコン
ポーネントの詳細は、第 4章「Web-to-goアプリケーションの開発」を参照してください。
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Web-to-goでの開発
Web-to-goでの開発での開発での開発での開発
Web-to-goの Java APIを使用すると、開発者はデータベース表のレプリケーションなどの機
能をコーディングする必要がないので、モバイル・アプリケーションの開発が容易になりま
す。詳細は、第 4章「Web-to-goアプリケーションの開発」の「Web-to-goアプリケーショ
ンの作成」を参照してください。 

Web-to-goソフトウェア開発キット（ソフトウェア開発キット（ソフトウェア開発キット（ソフトウェア開発キット（SDK））））
Web-to-goソフトウェア開発キット（SDK）は、Web-to-goアプリケーションの開発とデ
バッグのために使用できます。 SDKには、チュートリアル、サンプル・プログラムおよび
Web-to-go APIのドキュメントが含まれています。 SDKを使用すると、Javaデバッガ内で
Web-to-goアプリケーションを実行できるので、Javaサーブレットの開発が容易になりま
す。 詳細は、第 4章「Web-to-goアプリケーションの開発」の「Web-to-goのための Java
サーブレットの開発」を参照してください。

Web-to-go SDKに含まれている Javaライブラリでは多くの機能が提供されるので、モバイ
ル・アプリケーションの開発を容易にかつ効率的に行えます。 これらの機能の例としては、
接続プーリングや JavaベースのHTMLライブラリがあります。 

接続プーリング接続プーリング接続プーリング接続プーリング
接続プーリングは、データベースへのアクセスを必要とするサーブレットを実行するための
高速かつ拡張可能なソリューションです。 新規 HTTP要求ごとに新規データベース接続を作
成することは、比較的広範で時間のかかる操作です。 接続をプールすることにより、これら
の接続の作成が不要になります。 Web-to-goサーバーがデータベース接続のプールを管理す
るため、アプリケーションは接続プールのデータベース接続を要求するだけで済みます。 
Web-to-goのモードがオフラインの場合はOracle Liteに接続され、オンラインの場合は
Oracle8iに接続されます。 接続プールにより、複雑な接続管理がアプリケーションから隠れ
ます。

Javaベースのベースのベースのベースの HTMLライブラリライブラリライブラリライブラリ
Javaベースの HTMLライブラリを使用すると、開発者は Javaサーブレット・コード内に
HTMLオブジェクトを含めることができます。 このライブラリは、Web-to-goリポジトリに
格納されている静的 HTMLページに基づいて動的 HTMLコンテンツを作成するときにも使
用できます。 

アプリケーションを完成させた後は、パブリッシュ・ウィザードを使用してアプリケーショ
ンをWeb-to-goサーバーに配布できます。
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アクセス制御の管理
パブリッシュ・ウィザードパブリッシュ・ウィザードパブリッシュ・ウィザードパブリッシュ・ウィザード
パブリッシュ・ウィザードを使用すると、Web-to-goアプリケーションの定義を作成または
変更して、Web-to-goリポジトリにパブリッシュできます。 アプリケーション定義は、アプ
リケーションのプロパティ（アプリケーションの名前、説明、データベース接続情報など）
と同様に、HTMLファイル、データベース・オブジェクトおよび Javaサーブレットを指定
します。 アプリケーション定義は、通常はアプリケーションの開発者が作成します。

システム管理者は、パブリッシュ・ウィザードを使用してアプリケーションをWeb-to-goの
運用システムにインストールします。 インストール中に、パブリッシュ・ウィザードはアプ
リケーション・ファイル（HTMLファイルや Javaクラス・ファイルなど）をWeb-to-goリ
ポジトリにアップロードします。 アプリケーションをパブリッシュした後、管理者はコント
ロール・センターを使用してアプリケーションのアクセス権をユーザーに割り当てられま
す。 詳細は、第 5章「Web-to-goアプリケーションの配布」の「パブリッシュ・ウィザード
の使用方法」を参照してください。

アクセス制御の管理アクセス制御の管理アクセス制御の管理アクセス制御の管理
Web-to-goは、すべてのユーザーとアプリケーションに対するサーバー側管理を提供しま
す。 管理者は、Web-to-goコントロール・センターを使用してWeb-to-goアプリケーション
を管理します。

Web-to-goコントロール・センターコントロール・センターコントロール・センターコントロール・センター
管理者はWeb-to-goコントロール・センターを使用して、個別のユーザーまたはグループに
アクセス権を付与したり取り消すことにより、アプリケーションに対するアクセス制御を変
更できます。 管理者は、次のことを実行することにより、アプリケーション・プロパティを
変更することもできます。

� アプリケーションがWeb-to-go接続プールで管理する接続数の変更

� Oracle8iログイン・ユーザーの名前とパスワードの変更

� クライアントにダウンロードされるデータ・サブセットの決定

詳細は、第 6章「Web-to-goアプリケーションの管理」の「Web-to-goコントロール・セン
ターを使用したアプリケーションの管理」を参照してください。

携帯端末用の携帯端末用の携帯端末用の携帯端末用の Web-to-go
Web-to-goでは、特に Palm Computing Platformまたは EPOC携帯端末用に作成されたア
プリケーションを配布し管理できます。 アプリケーションを作成した後、パブリッシュ・
ウィザードを使用してアプリケーションをWeb-to-goリポジトリにパブリッシュします。 管
理者はWeb-to-goコントロール・センターを使用して、携帯端末にどのアプリケーションを
インストールするかを個々のユーザーごとに制御できます。 携帯端末上の Oracle iConnect 
Consolidatorクライアント・コンポーネントが新規アプリケーションをインストールし、
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ユーザーが同期処理を起動したときに、既存アプリケーションに変更を自動的に適用しま
す。
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Web-to-goのチュートリ
3

Web-to-goのチュートリアルのチュートリアルのチュートリアルのチュートリアル

この章では、Web-to-goアプリケーションの実装フェーズを順番に説明します。 内容は次の
とおりです。

� 概要

� アプリケーションの開発

� アプリケーションの配布

� アプリケーションの管理

� Web-to-goクライアントでのアプリケーションの実行

このチュートリアルには、概要のセクションと 4つのセクションが含まれており、それぞれ
にトピックが含まれています。 各セクションは、「To Do List」アプリケーションのライフ・
サイクルにおける各フェーズを表しています。 各セクションを完了した時点で、その内容を
復習する、関連ドキュメントを参照する、または次に進むことができます。 各セクションの
内容は次のとおりです。

セクションセクションセクションセクション 説明説明説明説明

概要 このチュートリアルの目的と使用方法を説明します。

アプリケーションの開発 Web-to-go SDKを使用して「To Do List」アプリケーション
のコンポーネントを作成しテストする方法を説明します。

アプリケーションの配布 「To Do List」アプリケーションをWeb-to-goサーバーに配布
する方法を説明します。

アプリケーションの管理 「To Do List」アプリケーションの管理方法を説明します。

Web-to-goクライアントでのア
プリケーションの実行

Web-to-goクライアントをインストールして使用する方法を
説明します。 Web-to-goクライアントを使用して、「To Do 
List」アプリケーションをオンライン・モードおよびオフラ
イン・モードで実行できます。
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概要
概要概要概要概要
このチュートリアルでは、簡単な「To Do List」アプリケーションの作成、配布および管理
方法を示すことにより、Web-to-goアプリケーションのライフ・サイクル全体をガイドしま
す。 「To Do List」アプリケーションのすべての項目は、リレーショナル・データベースに
格納されます。 項目が完了したかどうかを示す状態が項目ごとにメンテナンスされます。 複
数のユーザーが「To Do List」アプリケーションを使用できますが、ユーザーが表示できる
のはそのユーザー専用の項目のみです。 

作業の準備作業の準備作業の準備作業の準備
このチュートリアルでは、Web-to-go SDK、Web-to-goサーバーおよびWeb-to-goのデモが
すべて同一コンピュータ上にインストールされ、構成済みであることが前提です。 この
チュートリアルを開始する前に、開発用コンピュータとクライアント・コンピュータが次に
指定されている要件を満たしていることを確認する必要があります。

開発用開発用開発用開発用コンピュータの要件コンピュータの要件コンピュータの要件コンピュータの要件
開発用コンピュータは、次の要件を満たしている必要があります。

クライアント・コンピュータの要件クライアント・コンピュータの要件クライアント・コンピュータの要件クライアント・コンピュータの要件
クライアント・コンピュータには、ネットワークを介してWeb-to-goサーバーに接続するブ
ラウザが必要です。 このコンピュータを使用して、Web-to-goアプリケーションをオンライ
ン・モードおよびオフフライン・モードでテストします。

要件要件要件要件 説明説明説明説明

Windows NTでのユーザー・ロ
グイン :

� 開発用コンピュータ上のWindows NTログイン・ユー
ザーには、ADMINISTRATOR権限が必要です。

インストール済みの Javaコン
ポーネント :

� Java Development Kit 1.2.2（以上）。

� Java Web Server Development Kit 1.0.1。

インストール済みの Oracleコン
ポーネント :

� Web-to-goサーバーとWeb-to-goのデモ（Oracle8i Lite 
CD-ROM）。

� Web-to-go SDK（Oracle8i Lite CD-ROM）。
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アプリケーションの開発アプリケーションの開発アプリケーションの開発アプリケーションの開発
このセクションでは、Web-to-go SDKを使用して「To Do List」アプリケーションを開発し
テストする方法を説明します。 「To Do List」アプリケーションには、次のコンポーネント
が含まれています。

このセクションでは、次の操作を実行します。

� ステップ 1: Oracle Liteへのデータベース・オブジェクトの作成

� ステップ 2: アプリケーション・コードの作成

� ステップ 3: アプリケーションのコンパイル

� ステップ 4: アプリケーションの定義とサーブレットの登録

� ステップ 5: アプリケーションの実行

� ステップ 6: アプリケーションへの変更の追加

ステップステップステップステップ 1: Oracle Liteへのデータベース・オブジェクトの作成へのデータベース・オブジェクトの作成へのデータベース・オブジェクトの作成へのデータベース・オブジェクトの作成
このステップでは、「To Do List」アプリケーションのデータベース・オブジェクトをローカ
ルの Oracle Liteデータベースに作成します。 開発フェーズの最中に、「To Do List」アプリ
ケーションのサーブレットが「To Do」項目を Oracle Liteデータベースに格納します。 後の
配布フェーズで、Oracle Liteから Oracle8iデータベースにデータベース・オブジェクトをコ
ピーします。

コンポーネントコンポーネントコンポーネントコンポーネント 機能機能機能機能

Javaサーブレット データベースにアクセスして「To Do」項目を挿入します。

JavaServerページ（JSP） 「To Do List」アプリケーションのユーザー・インタフェースを
HTML形式で提供します。

JavaBean JSPへのデータベース・アクセスを提供します。

注意注意注意注意 : インストーラにより、webtogoという Oracle Liteデータベースが
開発コンピュータ上に作成されます。 この webtogoデータベースにデータ
ベース・オブジェクトを作成します。
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「「「「To Do List」アプリケーションのデータベース・オブジェクト」アプリケーションのデータベース・オブジェクト」アプリケーションのデータベース・オブジェクト」アプリケーションのデータベース・オブジェクト
「To Do List」アプリケーションには、次のデータベース・オブジェクトが含まれています。

1. TODO_ITEMS表。 このアプリケーションは、TODO_ITEMSというデータベース表に
「To Do」項目を格納します。 この表には次の列が含まれています。

2. TODO_SEQシーケンス。 ユーザーが TODO_ITEMS表に新規レコードを挿入するたび
に、TODO_SEQシーケンスが新規レコード用の主キー値を生成します。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
Oracle Liteデータベースにデータベース・オブジェクトを作成します。 データベース・オブ
ジェクトを作成するには、SQLスクリプト tutorial.sqlを実行します。DOSプロンプトで次
のように入力します。

sqlplus system/manager@odbc:webtogo@Oracle_home¥wtgsdk¥src¥tutorial¥tutorial.sql

ステップステップステップステップ 2: アプリケーション・コードの作成アプリケーション・コードの作成アプリケーション・コードの作成アプリケーション・コードの作成
「To Do List」アプリケーションの Javaコードは、すでにこのチュートリアルで提供されて
います。 次の Javaコードの説明をよく読み、コードを見直してください。

JavaServerページページページページ
「To Do List」の JSPは、次のことを実行します。

� HTMLページを生成する。

� 未完了の「To Do」項目のリストを HTMLページに表示する。

� HTMLページの完了済「To Do」項目にフラグを立てる。

「To Do List」の JSPは次の場所にあります。

Oracle_home¥wtgsdk¥src¥tutorial¥ToDoList.jsp

列列列列 機能機能機能機能

ID 主キー

TODO_ITEM 「To Do」項目を説明するテキスト

USERNAME 「To Do」項目の所有者

DONE 「To Do」項目が完了したかどうかを示します
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JavaBean
「To Do List」の JSPは、JavaBeanを使用して Oracleデータベースに対する操作を実行しま
す。 「To Do List」の JavaBeanは次の場所にあります。

Oracle_home¥wtgsdk¥src¥tutorial¥ToDoBean.java

Javaサーブレットサーブレットサーブレットサーブレット
「To Do List」の Javaサーブレットは、新規の「To Do」項目を Oracleデータベースに挿入
し、「To Do List」の JSPを使用して HTMLページを再生成します。 「To Do List」の Java
サーブレットは次の場所にあります。

Oracle_home¥wtgsdk¥src¥tutorial¥InsertToDo.java

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
次の場所にある Javaサーブレット・コードを表示します。

Oracle_home¥wtgsdk¥src¥tutorial¥

ステップステップステップステップ 3: アプリケーションのコンパイルアプリケーションのコンパイルアプリケーションのコンパイルアプリケーションのコンパイル
このステップでは、次の操作を実行してアプリケーションをコンパイルします。

1. 必要なライブラリを含めるための CLASSPATHの設定

2. Javaサーブレットと JavaBeanのコンパイル

3. JSPのインストール

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
1. 必要なライブラリ（Java Servlet Development KitやWeb-to-goライブラリなど）を含
めるために CLASSPATHを設定します。 CLASSPATHを設定するには、DOSプロンプ
トで次のように入力します。

cd Oracle_home¥wtgsdk¥bin

setenv.bat
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2. アプリケーションをコンパイルします。 アプリケーションを手動でコンパイルするか、
または compile.batスクリプトを実行します。このスクリプトを実行するには、DOSプ
ロンプトで次のように入力します。

cd Oracle_home¥wtgsdk¥src¥tutorial¥

compile.bat

アプリケーションを手動でコンパイルするには、次の手順を実行します。

a. DOSプロンプトで次のように入力して、Javaサーブレットをコンパイルします。

cd Oracle_Home¥wtgsdk¥src¥tutorial

javac- d Oracle_home¥wtgsdk¥root¥tutorial InsertToDo.java

これで、次のサーブレット・クラス・ファイルが作成されます。

Oracle_Home¥wtgsdk¥root¥tutorial¥insertToDo.class

b. DOSプロンプトで次のように入力して、JavaBeanをコンパイルします。

javac -d Oracle_Home¥wtgsdk¥root¥tutorial¥WEB-INF¥classes ToDoBean.java

c. DOSプロンプトで次のように入力して、JSPをインストールします。

copy ToDoList.jsp Oracle_home¥wtgsdk¥root¥tutorial¥ToDoList.jsp

ステップステップステップステップ 4: アプリケーションの定義とサーブレットの登録アプリケーションの定義とサーブレットの登録アプリケーションの定義とサーブレットの登録アプリケーションの定義とサーブレットの登録
このステップでは、パブリッシュ・ウィザードを使用して、「To Do List」アプリケーション
を作成し、このアプリケーションのサーブレットをWeb-to-go SDK Webサーバーに登録し
ます。 開発環境では、アプリケーションとその関連サーブレットをすべてWeb-to-go SDK 
Webサーバーに登録する必要があります。 「To Do List」の JSPや JavaBeanを登録する必要
はありません。

パブリッシュ・ウィザードパブリッシュ・ウィザードパブリッシュ・ウィザードパブリッシュ・ウィザード
開発者は、配布フェーズ中にパブリッシュ・ウィザードを使用してWeb-to-goアプリケー
ションを作成または変更し、このアプリケーションをWeb-to-goサーバーにパブリッシュし
ます。 開発者は、開発フェーズ中にパブリッシュ・ウィザードをデバッグ・モードで使用し
て、次の機能を実行します。

� Web-to-goアプリケーションの定義

� サーブレットの登録

� レジストリ・エントリの追加

パブリッシュ・ウィザードをデバッグ・モードで実行すると、配布時にのみ使用されるパネ
ルは使用禁止になります。 ここではアプリケーションをローカル・マシンにパブリッシュす
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るので、パブリッシュ・ウィザードに接続情報やデータベース情報を入力する必要はありま
せん。 

詳細は、第 5章「Web-to-goアプリケーションの配布」の「アプリケーションのパブリッ
シュ」を参照してください。

次の手順を実行して、「To Do List」アプリケーションを定義し、そのサーブレットを登録し
ます。

1. パブリッシュ・ウィザードをデバッグ・モードで起動します。 DOSプロンプトで次を入
力します。

a. cd Oracle_home¥wtgsdk¥bin

b. wtgpack -d

パブリッシュ・ウィザードが表示され、新規アプリケーションの作成か既存アプリケーショ
ンの編集かというオプションが示されます。
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2. 「新規アプリケーションの作成」を選択し、「次へ」をクリックします。 「アプリケー
ション」パネルが表示されます。

3. アプリケーション・パネルを使用して「To Do List」アプリケーション設定を変更しま
す。 次の各フィールドに指定された値を入力します。

4. 「次へ」をクリックします。 「サーブレット」パネルが表示されます。

フィールドフィールドフィールドフィールド 値値値値

アプリケーション名 ToDoList

仮想パス /tutorial

説明 This is the new To Do Application 

アプリケーションのクラスパ
ス

デフォルトのページ ToDoList.jsp

ローカル・アプリケーション
のディレクトリ

Oracle_Home¥wtgsdk¥root¥tutorial

アイコン tutorial.gif
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5. 「To Do List」アプリケーション・サーブレットを表示します。 パブリッシュ・ウィザー
ドは、ローカル・アプリケーション・ディレクトリにあるサーブレットを自動的に検出
して選択し、これらをWeb-to-go SDK Webサーバーに登録します。 「To Do List」アプ
リケーションのサーブレットが「サーブレット」パネルに表示されます。 「To Do List」
アプリケーションにはサーブレットが 1つしか含まれていないため、「サーブレット」
パネルに表示される行は 1行のみです。

「サーブレット」パネルを使用すると、仮想パス（サーブレット名）を Javaクラス（サーブ
レット・クラス）にマップできます。

詳細は、第 5章「Web-to-goアプリケーションの配布」を参照してください。

6.  サーブレット名を「insert」に変更し、「次へ」をクリックします。 これでアプリケー
ション定義が保存され、アプリケーションを実行する準備ができました。

ステップステップステップステップ 5: アプリケーションの実行アプリケーションの実行アプリケーションの実行アプリケーションの実行
このステップでは、Web-to-go SDK Webサーバーを開発コンピュータ上で起動して、「To 
Do List」アプリケーションを実行します。 次に、Webブラウザを起動し、ブラウザを「To 
Do List」アプリケーションの URLに接続して、このアプリケーションにアクセスします。

Web-to-go SDK Webサーバーサーバーサーバーサーバー
Web-to-go SDK Webサーバーは、パブリッシュ・ウィザードで指定された「To Do List」ア
プリケーション情報と Javaサーブレットをロードします。 Web-to-go SDK Webサーバーを
起動すると、このサーバーが稼動するコンピュータの URLを指定して、任意のWebブラウ
ザからアクセスできます。 Web-to-go SDK Webサーバーのデフォルト・ポートは 7070です。
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webtogo.oraファイルのポート・エントリを変更すると、Web-to-go SDKが使用するポート
を構成できます。フル・パスは次のとおりです。 

Oracle_Home¥wtgsdk¥bin¥webtogo.ora

詳細は、第 4章「Web-to-goアプリケーションの開発」のwebtogo.oraファイルを参照して
ください。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
次の手順を実行して、「To Do List」アプリケーションを実行します。

1. Web-to-go SDKに Javaコンパイラへのアクセスを提供します。 DOSプロンプトで次の
ように入力します。

set CLASSPATH = JDK_home¥Lib¥tools.jar;%classpath%

これにより、Web-to-goサーバーが JSPをサーブレットに変換します。

2. Web-to-go SDK Webサーバーを起動します。 DOSプロンプトで次のように入力します。

a. cd Oracle_home¥wtgsdk¥bin

b. wtgdebug.exe

Webサーバーが起動され、どのサーブレットがロードされたかが示されます。 サーブ
レットに System.out.println()文が含まれている場合は、このウィンドウにメッ
セージが表示されます。

3. Webブラウザを起動し、次の URLに接続します。

http://your_machine:7070/

Web-to-goシステムが現在認識しているアプリケーションのリストが次のように表示さ
れます。
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アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション 説明説明説明説明

To Do Listアプリケーション ステップ 4でWeb-to-go SDK Webサーバーに追加したア
プリケーションです。

ServletRunner アプリケーションに割り当てられていないパブリッシュ済
みの全サーブレットを含むデフォルト・アプリケーション
です。 

Sample1 Hello Worldサーブレットは、基本的なサーブレットの例
です。 このアプリケーションは次の場所にあります。

Oracle_Home¥wtgsdk¥root¥sample1

Sample2 Query Tool（問合せツール）は、データベースに対して単
純な SQL問合せを実行する方法を示します。 このアプリ
ケーションは次の場所にあります。

Oracle_Home¥wtgsdk¥root¥sample2
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4. 「To Do List」アプリケーションをクリックします。 次の情報を含むブラウザの新しい
ウィンドウが表示されます。

� 未完了の「To Do」項目のリスト

� 新規「To Do」項目の作成に使用する簡単な HTMLフォーム

未完了の「To Do」項目には、項目の前に文字「X」が付きます。 「X」をクリックする
と、「To Do List」アプリケーションはその項目が完了したものとしてフラグを立て、そ
の後でその項目をリストから削除します。

Sample3 Recording Trackerは、サーブレットを使用してレコード
情報でデータベースをメンテナンスする方法を示します。 
このアプリケーションは次の場所にあります。

Oracle_Home¥wtgsdk¥root¥sample3

Sample4 Hello Appletは、アプレットとサーブレットが相互に通信
する方法を示します。 このアプリケーションは次の場所に
あります。

Oracle_Home¥wtgsdk¥root¥sample4

Sample5 Company Performance Graph（企業業績グラフ）アプ
レットは、アプレット内で JDBCを使用する方法を示しま
す。 このアプリケーションは次の場所にあります。

Oracle_Home¥wtgsdk¥root¥sample5

Sample6 Image Galleryは、LONGデータ型を使用せずにバイナ
リ・データをデータベースに格納する方法を示します。 こ
のアプリケーションは次の場所にあります。

Oracle_Home¥wtgsdk¥root¥sample6

注意注意注意注意 : Web-to-go SDKは、JSPを Javaソース・ファイルに変換してから
ファイルをコンパイルするため、新しいブラウザ・ウィンドウのロードに
は数秒かかることがあります。

アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション 説明説明説明説明
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ステップステップステップステップ 6: アプリケーションへの変更の追加アプリケーションへの変更の追加アプリケーションへの変更の追加アプリケーションへの変更の追加
このステップでは、JSPと Javaサーブレット・コードの両方を変更します。 さらに、サーブ
レットをアプリケーションに追加し、Web-to-go SDK Webサーバーに登録します。 この手順
はすべてオプションです。

JavaServerページの変更ページの変更ページの変更ページの変更
JavaServerページに加えられる変更は、即時処理されます。 Webブラウザに「To Do List」
アプリケーション・ページを再ロードすると、これらの変更を表示できます。

Javaサーブレット・コードの変更サーブレット・コードの変更サーブレット・コードの変更サーブレット・コードの変更
Javaサーブレット・コードを変更する場合は、次の手順を実行して変更を完了する必要があ
ります。

ステップステップステップステップ 7: サーバーの再起動サーバーの再起動サーバーの再起動サーバーの再起動
Web-to-go SDK Webサーバーを起動します。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
1. ステップ 5のアクション 2、bに説明されているように Javaサーブレットを再コンパイ
ルします。

2. Webサーバーのウィンドウで [Ctrl]+[C]を押して、Web-to-go SDK Webサーバーを停
止します。

3. Web-to-go SDK Webサーバーを起動します。 DOSプロンプトで次のように入力します。

a. cd Oracle_home¥wtgsdk¥bin

b. wtgdebug.exe

Webサーバーが起動され、どのサーブレットがロードされたかが示されます。 サーブ
レットに System.out.println()文が含まれている場合は、このウィンドウにメッ
セージが表示されます。

アプリケーションへのサーブレットの追加アプリケーションへのサーブレットの追加アプリケーションへのサーブレットの追加アプリケーションへのサーブレットの追加
サーブレットをアプリケーションに追加し、Web-to-go SDK Webサーバーに登録する場合
は、ステップ 4に説明されているようにパブリッシュ・ウィザードを使用する必要がありま
す。

これで「To Do List」アプリケーションの開発が正常に終了しました。 
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アプリケーションの配布アプリケーションの配布アプリケーションの配布アプリケーションの配布
このセクションでは、「開発」セクションで作成しテストしたアプリケーションを配布する
方法を説明します。 ここでは次の作業を実行します。

� ステップ 1: パブリッシュ・ウィザードを使用したアプリケーションの定義

� ステップ 2: アプリケーション・ファイルとサーブレットの定義

� ステップ 3: アプリケーションから Oracle8iへの接続の定義

� ステップ 4: アプリケーションのロールの定義

� ステップ 5: アプリケーションのデータベース・オブジェクトの定義

� ステップ 6: アプリケーションのレジストリの定義

� ステップ 7: アプリケーションの SQLファイルの作成

� ステップ 8: アプリケーションのパブリッシュ

� ステップ 9: Oracle8iへのデータベース・オブジェクトの作成

ステップステップステップステップ 1: パブリッシュ・ウィザードを使用したアプリケーションの定義パブリッシュ・ウィザードを使用したアプリケーションの定義パブリッシュ・ウィザードを使用したアプリケーションの定義パブリッシュ・ウィザードを使用したアプリケーションの定義
このステップでは、パブリッシュ・ウィザードを使用して「To Do List」アプリケーション
を選択して説明文を追加します。

パブリッシュ・ウィザードパブリッシュ・ウィザードパブリッシュ・ウィザードパブリッシュ・ウィザード
パブリッシュ・ウィザードを使用すると、Web-to-goアプリケーションを作成または変更し
てから、Web-to-goサーバーにパブリッシュできます。 このチュートリアルでは、配布
フェーズのステップ 4～ 8でパブリッシュ・ウィザードを使用します。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
「To Do List」アプリケーションを選択し記述するには、パブリッシュ・ウィザードを通常の
モードで起動します。

1. DOSプロンプトで次を入力します。

a. cd Oracle_home¥wtgsdk¥bin

b. wtgpack

パブリッシュ・ウィザードが表示され、すべてのパネルが使用可能になります。 パブリッ
シュ・ウィザードの起動時、デフォルトでは「ようこそ」パネルが表示されます。
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c. 「既存のアプリケーションの編集」を選択し、ドロップダウン・リストから「To Do 
List」アプリケーションを選択します。

d. 「OK」をクリックします。 「アプリケーション」パネルが表示されます。 「アプリ
ケーション」パネルには、「開発」セクションのステップ 4で入力した情報と同じ
情報が含まれています。

第 5章「Web-to-goアプリケーションの配布」の「新規アプリケーションの命名」を参照し
てください。
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2. 次の手順を実行して、「To Do List」アプリケーションに説明文を追加します。

a. 次の各フィールドに指定されている値が正しいことを確認します。

b. 「次へ」をクリックします。 「ファイル」パネルが表示されます。

ステップステップステップステップ 2: アプリケーション・ファイルとサーブレットの定義アプリケーション・ファイルとサーブレットの定義アプリケーション・ファイルとサーブレットの定義アプリケーション・ファイルとサーブレットの定義
このステップでは、パブリッシュ・ウィザードを使用して「To Do List」アプリケーション
のファイルとサーブレットを配布します。

「ファイル」パネル「ファイル」パネル「ファイル」パネル「ファイル」パネル
「ファイル」パネルは、アプリケーションのファイルを配布するために使用します。 「ファイ
ル」パネルには、パブリッシュ・ウィザードでローカル・アプリケーションのディレクトリ
からどのファイルをWeb-to-goサーバー上のアプリケーション・リポジトリにアップロード
するかを定義します。 この場合は、ローカル・アプリケーションのディレクトリと
Web-to-goサーバーのリポジトリが同一コンピュータ上にあります。

フィールドフィールドフィールドフィールド 値値値値

アプリケーション名 ToDoList

仮想パス /tutorial

説明 This is the new To Do Application 

アプリケーションのクラスパ
ス

デフォルトのページ ToDoList.jsp

ローカル・アプリケーション
のディレクトリ

Oracle_Home¥wtgsdk¥root¥tutorial

アイコン tutorial.gif
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第 5章「Web-to-goアプリケーションの配布」の「アプリケーション・ファイルのリスト表
示」を参照してください。

「サーブレット」パネル「サーブレット」パネル「サーブレット」パネル「サーブレット」パネル
「サーブレット」パネルは、アプリケーションのサーブレットを配布するために使用します。 
「サーブレット」パネルには、「開発」フェーズのステップ 4で含まれていた情報と同じ情報
が含まれています。 パブリッシュ・ウィザードは、ローカル・アプリケーションのディレク
トリにあるサーブレットを自動的に検出し、これらをWeb-to-go開発者のWebサーバーへ
のアップロード用として選択します。 「To Do List」アプリケーションのサーブレットが
「サーブレット」パネルに表示されます。 「To Do List」アプリケーションにはサーブレット
が 1つしか含まれていないため、「サーブレット」パネルに表示される行は 1行のみです。
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第 5章「Web-to-goアプリケーションの配布」の「サーブレットの追加」を参照してくださ
い。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
アプリケーション・ファイルおよびサーブレットを配布するには、次の手順を実行します。

1. 「ロード」をクリックして、ローカル・アプリケーションのディレクトリから
Web-to-goサーバーのリポジトリにファイルをアップロードします。 パブリッシュ・
ウィザードでは、アップロードしないファイルを除外できます。 

2. 次のフィルタを入力します。

*,-*.java

これにより、Javaソース・ファイル以外の全ファイルがアップロードされます。
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3. 「OK」をクリックして、「To Do List」アプリケーションの全ファイルをアップロードし
ます。 次のファイルが「ファイル」パネルに追加されます。

4. 「次へ」をクリックします。 「サーブレット」パネルが表示されます。

5. 「次へ」をクリックします。 「データベース」パネルが表示されます。

ステップステップステップステップ 3: アプリケーションからアプリケーションからアプリケーションからアプリケーションから Oracle8iへの接続の定義への接続の定義への接続の定義への接続の定義
このステップでは、パブリッシュ・ウィザードの「データベース」パネルを使用して、「To 
Do List」アプリケーションの Oracle8i接続を定義します。 「データベース」パネルには、
Oracle8iサーバー上のレプリケーション・マスター・グループに対するWeb-to-goアプリ
ケーション・ユーザーの接続を定義します。 この場合、「データベース」パネルには「To Do 
List」アプリケーションのデータベース・オブジェクトを含む Oracle8iサーバーの接続情報
を定義します。

注意注意注意注意 : 「To Do List」アプリケーションには、ToDoList.javaというソー
ス・ファイルが 1つ含まれています。Web-to-go SDKは、「To Do List」の
JSPがコンパイルされたときにこのファイルを生成しています。

フィールドフィールドフィールドフィールド 値値値値

ToDoList.jsp アプリケーションの JSPです。

tutorial.gif アプリケーションのアイコンです。

ToDoBean.class アプリケーションの JavaBeanです。

ToDoList.class アプリケーションの Javaクラスです。
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第 5章「Web-to-goアプリケーションの配布」の「データベース情報の入力」を参照してく
ださい。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
次の各フィールドに指定された値を入力します。

この設定は、「To Do List」アプリケーション用に最大 10個の接続を作成するように
Web-to-goに指示します。 接続は、接続プールを使用してユーザー間で共有されます。 ユー
ザーに接続が不要になるとその接続はプールに戻され、別のユーザーが使用できます。 詳細
は、第 4章「Web-to-goアプリケーションの開発」の「データベース・コンポーネント」を
参照してください。

「次へ」をクリックします。 「ロール」パネルが表示されます。

フィールドフィールドフィールドフィールド 値値値値

データベースのユーザー名 master

レプリケーション・グループ master_group

接続数 10

共有接続 チェック
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ステップステップステップステップ 4: アプリケーションのロールの定義アプリケーションのロールの定義アプリケーションのロールの定義アプリケーションのロールの定義
「ロール」パネルには、Web-to-goアプリケーションのロールを定義します。 開発者はアプリ
ケーション内にロールを作成する必要があります。ロールは自動的には作成されません。

第 5章「Web-to-goアプリケーションの配布」の「アプリケーション・ロールの定義」を参
照してください。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
「次へ」をクリックします。 「スナップショット」パネルが表示されます。

ステップステップステップステップ 5: アプリケーションのデータベース・オブジェクトの定義アプリケーションのデータベース・オブジェクトの定義アプリケーションのデータベース・オブジェクトの定義アプリケーションのデータベース・オブジェクトの定義
このステップでは、パブリッシュ・ウィザードを使用して「To Do List」アプリケーション
のデータベース・コンポーネントを配布します。

「スナップショット」パネル「スナップショット」パネル「スナップショット」パネル「スナップショット」パネル
「スナップショット」パネルには、スナップショットを作成する対象のデータベース表を定
義します。 開発データベースから本番データベースに表をインポートしてから、スナップ
ショットを作成します。
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第 5章「Web-to-goアプリケーションの配布」の「レプリケーション用スナップショットの
定義」を参照してください。

「シーケンス」パネル「シーケンス」パネル「シーケンス」パネル「シーケンス」パネル
「シーケンス」パネルには、クライアントがオフラインになったときにWeb-to-goがクライ
アントのアプリケーション用に作成するシーケンスを定義します。 「開発」セクションのス
テップ 1で、Web-to-go SDK開発クライアント上に TODO_SEQシーケンスを作成しまし
た。 「配布」セクションのステップ 1では、Oracle8iデータベース上に TODO_SEQシーケ
ンスを作成しました。 このステップでは、「To Do List」アプリケーションがオフラインに
なったときに使用する TODO_SEQシーケンスの新しい定義を作成します。 Web-to-goは、
切断処理中に、TODO_SEQシーケンスのローカル・コピーをクライアント上に自動的に作
成します。
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第 5章「Web-to-goアプリケーションの配布」の「レプリケーション用のシーケンスの定
義」を参照してください。

「「「「DDL」パネル」パネル」パネル」パネル
「DDL」パネルは、「To Do List」アプリケーションの DDL（データ定義言語）文を定義する
ために使用します。 「DDL」パネルには、Web-to-goがクライアント上で初めてオフライン
に切り替えられたときに実行される DDL文を定義します。 DDL文は、Web-to-goでは自動
的に同期されないデータベース・オブジェクト（索引やビューなど）用に使用します。 アプ
リケーション DDLはオプションです。 「To Do List」アプリケーションにはアプリケーショ
ン DDLが含まれていません。
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第 5章「Web-to-goアプリケーションの配布」の「アプリケーションの DDLの定義」を参
照してください。 DDLの詳細は、『Oracle Lite SQLリファレンス』を参照してください。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
次の手順を実行して、開発データベースから表をインポートします。

1. 「インポート」をクリックします。 「接続」ウィンドウが表示されます。 次の各フィール
ドに指定された値を入力します。

フィールドフィールドフィールドフィールド 値値値値

ユーザー名 system

パスワード manager

URL jdbc:polite:webtogo
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2. 「OK」をクリックします。 「表」ウィンドウが表示され、使用可能な表のリストが表示
されます。

 

3. TODO_ITEMS表を選択し、「追加」をクリックしてから「閉じる」をクリックします。 
TODO_ITEMSスナップショットとスナップショット・テンプレート用の SQL文が、
「表」ウィンドウの右のフレームに表示されます。

4. TODO_ITEM表を選択し、「編集」をクリックします。 「表の編集」ダイアログ・ボッ
クスが表示されます。

5. 「クライアント側のスナップショット」ラベルの下にある「テンプレート」ダイアログ・
ボックスの SQL文に次の句を追加し、「OK」をクリックします。

where username = :username
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6. 「次へ」をクリックします。 「シーケンス」パネルが表示されます。

7. 「インポート」をクリックします。 「シーケンス」ウィンドウが表示されます。

「シーケンス」ウィンドウには、使用可能なシーケンスのリストが表示されます。

8. TODO_SEQシーケンスを選択し「追加」をクリックします。「閉じる」をクリックしま
す。 

9. 「次へ」をクリックします。 「DDL」パネルが表示されます。 

10.「To Do List」アプリケーションには DDLが含まれていません。 「次へ」をクリックし
ます。 「レジストリ」パネルが表示されます。

ステップステップステップステップ 6: アプリケーションのレジストリの定義アプリケーションのレジストリの定義アプリケーションのレジストリの定義アプリケーションのレジストリの定義
「レジストリ」パネルは、アプリケーションのカスタムの名前と値のペアを定義します。 名前
と値のペアには、アプリケーションの追加情報を指定します。 「レジストリ」パネルには、
名前と値のペアをすべて登録し、それぞれにデフォルト値を指定します。 レジストリの名前
と値のペアは配布フェーズで定義し、管理フェーズで変更します。
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第 5章「Web-to-goアプリケーションの配布」の「レジストリでの名前と値のペアの定義」
を参照してください。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
「完了」をクリックします。 「要約」ウィンドウが表示されます。

ステップステップステップステップ 7: アプリケーションのアプリケーションのアプリケーションのアプリケーションの SQLファイルの作成ファイルの作成ファイルの作成ファイルの作成
「To Do List」アプリケーションに SQLファイルを作成するには、「要約」ウィンドウを使用
します。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
「ファイルの作成」をクリックしてから「データベース・オブジェクト用に SQLスクリプト
を生成します」チェックボックスをクリックします。 これで、データベース・オブジェクト
用の SQLスクリプトが生成されます。 

パブリッシュ・ウィザードが、指定されたファイルを次のディレクトリに挿入します。

Oracle_home¥wtgsdk¥root¥tutorial¥sql
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ステップステップステップステップ 8: アプリケーションのパブリッシュアプリケーションのパブリッシュアプリケーションのパブリッシュアプリケーションのパブリッシュ
このステップでは、アプリケーションをWeb-to-goサーバーにパブリッシュします。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
次の手順を実行して、配布フェーズを完了します。

1. 「現行のアプリケーションのパブリッシュ」を選択し、次の各フィールドに指定された
値を入力します。

ファイルファイルファイルファイル 説明説明説明説明

ToDoList.sql 他の SQLファイルをコールするマスター・スクリプトで
す。

tables.sql すべての SQL表を作成するスクリプトです。

Replication.sql アドバンスト・レプリケーション用に表を構成するスクリ
プトです。

Sequences.sql シーケンスを作成する SQLスクリプトです。

DDLs.sql DDLは定義されていないので、このファイルは空です。

フィールドフィールドフィールドフィールド 値値値値

Web-to-goサーバーの URL http://server

Web-to-goのユーザー名 Administrator

Web-to-goのパスワード admin

リポジトリのディレクトリ /tutorial
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2. 「To Do List」アプリケーションをパブリッシュするには、Web-to-goサーバーが実行中
であることを確認してから「OK」をクリックします。 配布の進捗状況を示すダイアログ
が表示されます。

3. 配布フェーズを終了すると、「メッセージ」ウィンドウが表示されます。 「OK」をク
リックしてから「終了」をクリックし、パブリッシュ・ウィザードを終了します。

これで「To Do List」アプリケーションの配布が正常に終了しました。 

注意注意注意注意 : serverは、使用するWeb-to-goサーバーの URLに置き換えてくだ
さい。
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ステップステップステップステップ 9: Oracle8iへのデータベース・オブジェクトの作成へのデータベース・オブジェクトの作成へのデータベース・オブジェクトの作成へのデータベース・オブジェクトの作成
このステップでは、「To Do List」アプリケーションのデータベース・オブジェクトを
Oracle8iに作成します。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
1. アプリケーション・データベースと通信するために Net8を構成します。これには、

tnsnames.oraファイル内にアプリケーション・データベースを指す次のエントリを作成
します。

wtgapps.world

2. DOSプロンプトで次のように入力して、SQLマスター・スクリプトを実行します。

cd Oracle_Home¥wtgsdk¥root¥tutorial¥sql

sqlplus master/master@wtgapps.world @ToDoList.sql

このスクリプトは、Oracle8iに対して次の操作を実行します。

� todo_items表を作成する。

� シーケンスを作成する。

� 表のレプリケーション・サポートを作成する。

� master_groupレプリケーション・グループに表を追加する。

� レプリケーション・アクティビティを再開する。

アプリケーションの管理アプリケーションの管理アプリケーションの管理アプリケーションの管理
このセクションでは、「開発」セクションで作成およびテストし、「配布」セクションで配布
したアプリケーションを管理する方法を説明します。 ここでは次の作業を実行します。

� コントロール・センターを起動する。

� コントロール・センターを使用してWeb-to-goの新規ユーザーを作成する。

� アプリケーション・プロパティを設定する。

� アプリケーションにユーザー・アクセス権を付与する。

� ユーザーのスナップショット・テンプレート変数にスナップショット・テンプレート値
を定義する。

チュートリアルで説明されているWeb-to-goコントロール・センターでの作業の詳細は、第
6章「Web-to-goアプリケーションの管理」の「Web-to-goコントロール・センターを使用
したアプリケーションの管理」を参照してください。
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ステップステップステップステップ 1: コントロール・センターの起動コントロール・センターの起動コントロール・センターの起動コントロール・センターの起動
このステップでは、Web-to-goコントロール・センターを起動します。 Web-to-goコント
ロール・センターはブラウザ内で実行されるWebベースのアプリケーションで、これを使
用するとWeb-to-goアプリケーションの管理が容易になります。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
Web-to-goコントロール・センターを起動するには、次の手順を実行します。

1. Webブラウザを起動し、次の URLを入力してWeb-to-goサーバーに接続します。

http://server/webtogo

2. 次のアカウント情報を入力し、Web-to-go管理者としてログインします。

3. ワークスペース内の「Control Center」アイコンをクリックしてコントロール・セン
ターを起動します。 コントロール・センター・アプリケーションがブラウザの新しい
ウィンドウに表示されます。 

注意注意注意注意 : server変数は、使用するWeb-to-goサーバーのホスト名に置き換
えてください。

フィールドフィールドフィールドフィールド 値値値値

ユーザー名 administrator

パスワード admin
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ステップステップステップステップ 2: コントロール・センターを使用したコントロール・センターを使用したコントロール・センターを使用したコントロール・センターを使用した Web-to-goの新規ユーザーの新規ユーザーの新規ユーザーの新規ユーザー
の作成の作成の作成の作成

このステップでは、Web-to-goの新規ユーザーを作成します。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
Web-to-goの新規ユーザーを作成するには、次の手順を実行します。

1. 右上にある「ユーザー」タブをクリックします。 ユーザー・メニューが左側のフレーム
に表示されます。 

2. 「ユーザーの作成」をクリックします。 新規ユーザー情報がワークスペースに表示されま
す。

3. 次のユーザー情報を入力してから「保存」をクリックします。
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フィールドフィールドフィールドフィールド 値値値値

フルネーム : tutorial

名前 : tutorial

パスワード : tutorial

パスワードの確認入力 : tutorial

権限 : Connect
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ステップステップステップステップ 3: アプリケーション・プロパティの設定アプリケーション・プロパティの設定アプリケーション・プロパティの設定アプリケーション・プロパティの設定
このステップでは、「To Do List」アプリケーションのプロパティを設定します。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
「To Do List」アプリケーションのプロパティを設定するには、次の手順を実行します。

1. 右上にある「アプリケーション」タブをクリックします。 「アプリケーション」メ
ニューが左側のフレームに表示されます。

2. 「To Do List」アプリケーションを検索する条件を入力します。 「名前を指定して検索」
オプションを選択し、検索フィールドに「ToDo」と入力して「実行」をクリックしま
す。 ワークスペースに「To Do List」アプリケーションが表示されます。

3. 「To Do List」アプリケーションをクリックし、左側のフレームにある「プロパティ」を
クリックします。

4. 「データベース・パスワード」フィールドに「master」と入力して「保存」をクリック
します。

注意注意注意注意 : 「検索」フィールドを空白のままにして「実行」をクリックするこ
ともできます。 こうすると、使用可能なWeb-to-goアプリケーションがす
べてワークスペースにリストされます。
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ステップステップステップステップ 4: アプリケーションへのアクセス権の付与アプリケーションへのアクセス権の付与アプリケーションへのアクセス権の付与アプリケーションへのアクセス権の付与
このステップでは、ユーザー TUTORIALに対して「To Do List」アプリケーションへのアク
セス権を付与します。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
ユーザー TUTORIALに対して「To Do List」アプリケーションへのアクセス権を付与するに
は、次の手順を実行します。

1. 左側のフレームで「セキュリテイ」をクリックします。 コントロール・センターが 2つ
のリストを表示します。 1つのリストにはすべてのアプリケーション・ユーザーが含ま
れ、もう 1つのリストにはすべてのアプリケーション・グループが含まれています。 
ユーザーまたはグループのアプリケーションに対するアクセス権の有無は、チェック
ボックスに示されています。

2. 「ユーザー・ベース・アクセス」リストでユーザー TUTORIALを見つけます。 次に、そ
のユーザー TUTORIALのチェックボックスを選択します。 

3. 「保存」をクリックします。 これで、ユーザー TUTORIALに「To Do List」アプリケー
ションへのアクセス権が付与されました。
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ステップステップステップステップ 5: ユーザーのスナップショット・テンプレート値の定義ユーザーのスナップショット・テンプレート値の定義ユーザーのスナップショット・テンプレート値の定義ユーザーのスナップショット・テンプレート値の定義
このステップでは、ユーザー TUTORIAL用にスナップショット・テンプレート変数を定義
します。 各Web-to-goクライアントは、オフラインになったときに同一のアプリケーショ
ン・データをダウンロードします。 場合によっては、アプリケーションがダウンロードする
データを各ユーザーごとに指定することがあります。 ユーザーのスナップショット・テンプ
レート変数を変更すると、これが可能になります。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
ユーザーのスナップショット・テンプレート変数を変更するには、次の手順を実行します。

1. 左側のフレームで「スナップショット」をクリックします。

2. TODO_ITEMSスナップショットをクリックします。 ユーザー・リストが表示されます。

3. ユーザー TUTORIALをクリックします。 TODO_ITEMSスナップショット・テンプレー
トと変更可能な変数がワークスペースに表示されます。
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4. 「ユーザー名」フィールドに次の値を入力して「保存」をクリックします。

$NAME$

スナップショットの詳細は、第 6章「Web-to-goアプリケーションの管理」の「レプリケー
ションとスナップショットの管理」を参照してください。

これで「To Do List」アプリケーションの管理が正常に終了しました。

Web-to-goクライアントでのアプリケーションの実行クライアントでのアプリケーションの実行クライアントでのアプリケーションの実行クライアントでのアプリケーションの実行
このセクションでは、「開発」のセクションで作成し、「配布」のセクションで配布し、「管
理」のセクションで管理したアプリケーションを使用する方法を説明します。 ここでは次の
作業を実行します。

� Web-to-goクライアントをインストールする。

� アプリケーションをオンライン・モードで実行する。
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� アプリケーションをオフライン・モードで実行する。

� オンライン・モードに切り替えることにより、データの変更を Oracle8iにアップロード
する。

ステップステップステップステップ 1: Web-to-goクライアントのインストールクライアントのインストールクライアントのインストールクライアントのインストール
このセクションでは、Web-to-goセットアップ・プログラムを使用してWeb-to-goクライア
ントをインストールします。 このセットアップ・プログラムは、Webブラウザを使用してダ
ウンロードし実行する実行可能ファイルです。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
Web-to-goクライアントをインストールするには、次の手順を実行します。

1. Webブラウザを起動し、次の URLを入力してWeb-to-goサーバーに接続します。

http://server/webtogo/setup

次のテキストが含まれたWebページが表示されます。

「Web-to-goクライアントのセットアップ・プログラムをダウンロードするには、ここ
をクリックしてください」 （下線の付いた単語「ここ」はハイパーリンクです。）

注意注意注意注意 : アプリケーションはWeb-to-goサーバー以外のマシン上にインス
トールしてテストする必要があります。

注意注意注意注意 : serverは、使用するWeb-to-goサーバーのホスト名に置き換えて
ください。
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2. ハイパーリンク「ここ」をクリックしてWeb-to-goのセットアップ・プログラムにアク
セスします。

3. Netscapeを使用している場合は、セットアップ・プログラムを保存する場所を選択して
「OK」をクリックします。 Windowsエクスプローラで、setup.exeをダブルクリックし
てセットアップ・プログラムを実行します。

Internet Explorerを使用している場合は、ブラウザのウィンドウからセットアップ・プ
ログラムを実行します。

セットアップ・プログラムが起動されると、インストール・ディレクトリを指定するよ
う求められます。

4. ディレクトリ（たとえば C:¥orant）を選択し「OK」をクリックします。 セットアップ・
プログラムにより必要なコンポーネントがすべてダウンロードされ、使用するマシン上
でWeb-to-goクライアントが起動されます。 インストールが完了すると、Web-to-goの
ログイン画面が表示されます。
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ステップステップステップステップ 2: オンライン・モードでのアプリケーションの実行オンライン・モードでのアプリケーションの実行オンライン・モードでのアプリケーションの実行オンライン・モードでのアプリケーションの実行
このステップでは、「To Do List」アプリケーションをオンライン・モードで実行します。 ア
プリケーションは、オンライン・モードのときは Oracle8iに直接接続されています。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
ブラウザにWeb-to-goのログオン・ページが表示されます。 ブラウザにWeb-to-goログオ
ン・ページが表示されていない場合は、次の URLを入力します。

http://client

注意注意注意注意 : client変数は、使用するWeb-to-goクライアントのホスト名に置き
換えてください。
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「To Do List」アプリケーションをオンライン・モードで実行するには、次の手順を実行しま
す。

1. Web-to-goにログオンします。これには、次の情報をログオン画面に入力し「ログオ
ン」をクリックします。

ワークスペースに「To Do List」アプリケーションのアイコンが表示されます。

フィールドフィールドフィールドフィールド 値値値値

ユーザー名 : Tutorial

パスワード : Tutorial
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2. 「To Do List」アプリケーションのアイコンをクリックします。Web-to-goが「To Do 
List」アプリケーションをブラウザ内に起動します。

3. 何かテキストを入力して新しい「To Do」項目を作成し、「Add」をクリックしてこの項
目をデータベースに保存します。

4. ブラウザのウィンドウをクローズしてアプリケーションを終了します。 このアクション
でワークスペースに戻ります。

ステップステップステップステップ 3: オフライン・モードでのアプリケーションの実行オフライン・モードでのアプリケーションの実行オフライン・モードでのアプリケーションの実行オフライン・モードでのアプリケーションの実行
このステップでは、「To Do List」アプリケーションをオフラインで実行します。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
「To Do List」アプリケーションをオフライン・モードで実行するには、次の手順を実行しま
す。

1. ワークスペースの右上にある「オフライン」タブを選択します。
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Web-to-goクライアントは、アプリケーションとすべてのデータをローカル・マシンに
ダウンロードします。

ダウンロード・プロセスが完了すると、ワークスペースが表示されます。 この場合、
Web-to-goはオフライン・モードで実行されていて、「オフライン」タブが「オンライ
ン」タブに変わっています。

2. 「To Do List」アプリケーションのアイコンをクリックして、このアプリケーションを起
動します。 このアプリケーションは、ローカルの Oracle Liteデータベースに格納されて
いるデータを使用して、ローカルで実行されます。 ステップ 2で作成した「To Do」項
目が、オフライン・モードで実行中の「To Do List」アプリケーションで表示されます。

3. 「To Do」項目をいくつか削除するかまたは新しく作成します。 「To Do」項目を削除す
るには、項目の記述の前にある「X」をクリックします。 「To Do」項目を新しく作成す
るには、何かテキストを入力し「Add」をクリックします。

4. ブラウザのウィンドウをクローズしてアプリケーションを終了します。 このアクション
でワークスペースに戻ります。
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ステップステップステップステップ 4: オンライン・モードへの切替えによる、オンライン・モードへの切替えによる、オンライン・モードへの切替えによる、オンライン・モードへの切替えによる、Oracle8iへのデータ変へのデータ変へのデータ変へのデータ変
更のアップロード更のアップロード更のアップロード更のアップロード

このステップでは、アプリケーションをオフライン・モードで実行中に加えたデータ変更を
Oracleデータベースにアップロードします。

必須アクション必須アクション必須アクション必須アクション
オフライン・モードでは、「To Do List」アプリケーションはデータ変更をローカルに Oracle 
Liteに格納します。 これらのデータ変更を Oracle8iにアップロードするには、Web-to-goク
ライアントをオンライン・モードに切り替えます。 ワークスペースの右上にある「オンライ
ン」タブを選択します。

アップロード・プロセスが完了すると、ワークスペースが表示されます。これでWeb-to-go
はオンライン・モードで実行され、「オンライン」タブが「オフライン」タブに変わってい
ます。

これでWeb-to-goのチュートリアルを完了しました。
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Web-to-goアプリケーションの開発アプリケーションの開発アプリケーションの開発アプリケーションの開発

この章では、Web-to-goアプリケーションの開発方法に関する情報を提供します。 内容は次
のとおりです。

� 概要

� Web-to-goアプリケーションの作成

� JavaServerページの開発

� Web-to-goのための Javaサーブレットの開発

� Web-to-goアプレットの使用

� アプレット -JDBC通信の開発

� アプレット -サーブレット通信の開発

� Web-to-goアプリケーションのデバッグ
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概要
概要概要概要概要
Web-to-goは、モバイル・アプリケーションの開発者に使いやすい機能を提供する高水準の
Java APIを提供します。 この APIを使用すると、データベース表のレプリケーション、オン
ラインおよびオフラインのデータベース接続、セキュリティ、ディレクトリ位置、クライア
ント・デバイスへのアプリケーションの配布などの機能をコーディングする必要がなくなり
ます。

さらに、開発者はWeb-to-goソフトウェア開発キット（SDK）を使用すると、Javaアプレッ
ト、Javaサーブレットおよび JavaServerページ（JSP）を含むWeb-to-goアプリケーション
の開発とデバッグを実行できます。 

Web-to-goアプリケーションの作成アプリケーションの作成アプリケーションの作成アプリケーションの作成
Web-to-goアプリケーションはWeb標準に準拠し、ブラウザを使用してフロントエンドの
グラフィカル・ユーザー・インタフェース（GUI）要素を表示します。 通常、Web-to-goア
プリケーションは、データベース内に格納されているデータにアクセスし操作します。 これ
らのアプリケーションには、静的コンポーネント、動的コンポーネントおよびデータベー
ス・コンポーネントが含まれます。 静的および動的コンポーネントは開発ツールを使用して
作成し、パブリッシュ・ウィザードを使用してWeb-to-goアプリケーション・リポジトリに
格納します。 アプリケーションのデータベース・コンポーネントは、オブジェクト・リレー
ショナル・データベース（Oracle Liteまたは Oracle）に作成して格納します。 各コンポーネ
ント・タイプの例を次に示します。 
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静的コンポーネント静的コンポーネント静的コンポーネント静的コンポーネント
静的コンポーネントは、グラフィック要素（GIFファイルと JPGファイル）やテキスト要素
（HTMLファイルとテンプレート）などのように変更されることのない HTMLファイルで
す。

動的コンポーネント動的コンポーネント動的コンポーネント動的コンポーネント
Javaアプレット、Javaサーブレットおよび JavaServerページ（JSP）は、動的Webページ
を作成する動的コンポーネントです。 Javaアプレットは豊富なグラフィカル・ユーザー・イ
ンタフェース（GUI）を作成し、Javaサーブレットと JSPはサーバー側の機能を拡張しま
す。 

Javaアプレットアプレットアプレットアプレット
Web-to-goは、Javaアプレットを使用して動的Webページをパブリッシュします。 Javaア
プレットはブラウザで実行される小規模なアプリケーションで、動的コンテンツを追加する
ことにより HTMLページの機能を拡張します。 Javaアプレットは、Web-to-go JDBCドライ
バを介して Oracle8iデータベースに直接接続できます。

Javaサーブレットサーブレットサーブレットサーブレット
Web-to-goは、Javaサーブレットを使用して動的Webページの作成を簡略化します。 Java
サーブレットはプラットフォームから独立したサーバー側モジュールで、Webサーバーの機
能を拡張するために使用できます。 これらのモジュールは Javaで作成されていて、Web
サーバーにロードされます。

JavaServerページページページページ
Web-to-goは、Javaサーブレット・クラス APIの拡張である JavaServerページ（JSP）テク
ノロジを使用して動的Webページを生成します。 開発者は、基になるコンテンツを変更せず
に JSPを使用してページのレイアウトを変更します。 HTMLと Javaコードを使用する JSP
は、JavaBeansのアクセスを介してプレゼンテーション・コンテンツ（HTMLと従来のエ
ディタ）とビジネス・ロジックを融合させます。

コンポーネント・タイプコンポーネント・タイプコンポーネント・タイプコンポーネント・タイプ 例例例例

静的 HTMLファイル、イメージ・ファイル（GIFや JPGな
ど）、HTMLテンプレート

動的 Javaサーブレット、Javaアプレット、JavaServerペー
ジ

データベース 表、スナップショット、シーケンス
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データベース・コンポーネントデータベース・コンポーネントデータベース・コンポーネントデータベース・コンポーネント
Web-to-goは、表、スナップショットおよびシーケンスという 3種類のデータベース・コン
ポーネントを サポートします。 各コンポーネントは、パブリッシュ・ウィザードを使用して
アプリケーションに登録する必要があります。 これにより、Web-to-goはローカル・クライ
アント上のコンポーネントに必要なオフライン・サポートを作成できます。Web-to-goは、
クライアントが初めてオフライン・モードになったときにこのサポートを作成します。 さら
に、Web-to-goはカスタム DDL（データ定義言語）文を実行し、ビューや索引などのデータ
ベース・オブジェクトの作成を可能にします。

表表表表
Oracleアドバンスト・レプリケーション機能により、表に対して切断サポート（接続が切断
されているときのサポート）が作成されます。  クライアント側には、各データベース表のス
ナップショットが作成されます。 これらのスナップショットは、クライアントがモードを切
り替えるたびにリフレッシュされます。Web-to-goはデータ変更を自動的に伝播します。

データベース表のスナップショットを作成する前に、データベースと表をアドバンスト・レ
プリケーション用に構成する必要があります。 詳細は、「Web-to-goアプリケーションの管
理」の「レプリケーションとスナップショットの管理」を参照してください。

スナップショット定義には、クライアントにレプリケートされるデータ量を制限するスナッ
プショット・テンプレートを含んだWHERE句を指定できます。 スナップショット・テンプ
レートの登録方法は、第 5章「Web-to-goアプリケーションの配布」の「パブリッシュ・
ウィザードの使用方法」を参照してください。 スナップショット・テンプレートと副問合せ
スナップショットを使用してアプリケーションを拡張する方法は、「Web-to-goアプリケー
ションの管理」の「アクセス制御リストの管理」を参照してください。

シーケンスシーケンスシーケンスシーケンス
（多くのデータベース・アプリケーションで使用されている）シーケンスにより、一意識別
子を生成できます。 シーケンスを使用すると、データベース表に新規レコードを挿入すると
きに、一意の主キー値を生成できます。 切断モードのクライアントで表に新しい行が挿入さ
れるときに、これが非常に重要になります。 レプリケーションでは、主キー値を使用してレ
コードを識別します。 主キーが重複しているとレプリケーションの競合が発生します。この
ような競合は管理者が手動で解決する必要があります。 このような競合の回避は重要である
ため、Web-to-goには、切断モードで生成されるシーケンス値が必ず一意（有効）になる方
式が提供されています。 このために、Web-to-goは切断されている各クライアントに対して、
シーケンスごとに一意のシーケンス値ウィンドウを割り当てます。

シーケンス値は、Oracle Liteでは -2,147,483,648～ 2,147,483,647、Oracleでは -10^26～
10^27です。  これにより、範囲が大きいシーケンス値を作成できます。 たとえば、シーケン
ス値範囲が 10,000のユーザーが 10,000人いる場合でも、シーケンス値は 100,000,000個しか
使用されません。これは、Oracle Liteで使用可能な正数のシーケンス値の約 5%です。 詳細
は、第 5章「Web-to-goアプリケーションの配布」の「接続が切断されているクライアント
のためのシーケンス・サポート」を参照してください。
4-4　Web-to-go インプリメンテーション・ガイド



JavaServerページの開発
DDL
Web-to-goでは、表とシーケンスのレプリケーション・サポートに加えて、カスタムDDL
（データ定義言語）文をクライアント上で実行できます。 DDLは、ビューや索引などを含む
すべてのデータベース・オブジェクトの作成に使用できます。 DDLはWeb-to-goアプリケー
ションの一部であり、パブリッシュ・ウィザードを使用して定義されます。Web-to-goは、
各クライアントについて、そのクライアントがオフラインになったときに 1回のみ DDLを
実行します。 

データベース・コンポーネントのアクセスデータベース・コンポーネントのアクセスデータベース・コンポーネントのアクセスデータベース・コンポーネントのアクセス
データベース・コンポーネントには、Javaサーブレットから JDBC接続を介してアクセスで
きます。 Web-to-go Webサーバーでは JDBC接続プールを作成してメンテナンスするため、
サーブレットのコードで接続を作成する必要はありません。 Web-to-goがオンライン・モー
ドで実行している場合、その接続は Oracleに対するもので、Web-to-goオフライン・モード
で実行している場合の接続は Oracle Liteに対してです。 Web-to-go Webサーバーは、接続オ
ブジェクトを HTTPServletRequestオブジェクトに割り当ててから、Javaサーブレットの
doPost()または doGet()メソッドを使用して HTTP要求を処理します。 HTTP要求が完
了すると、接続は自動的に接続プールに戻されます。 それ以降の HTTP要求には同じ接続オ
ブジェクトが割り当てられないことがあるため、サーブレットではメソッド doPost()また
は doGet()が完了したときにトランザクションをコミットするか異常終了させる必要があ
ります。 Web-to-go Webサーバーは、接続オブジェクトが接続プールに戻される前に、保留
中のトランザクションがあればすべて自動的にロールバックします。

データベース接続データベース接続データベース接続データベース接続
データベース接続は、アプリケーション・ベースでありセッション・ベースでもあります。 1
つのセッションで、Web-to-goはアプリケーションごとに 1つの接続をメンテナンスしま
す。 アプリケーションが同時に複数のサーブレットを実行する場合は、複数のサーブレット
が同じ接続オブジェクトを使用します。 アプリケーションが複数のフレームを使用する場合、
または 2つの異なるブラウザ・ウィンドウを持つアプリケーションにユーザーがアクセスし
た場合に、これが発生する可能性があります。 さらに、同一ブラウザ内の複数のウィンドウ
は、同一のセッションを共有します。 これは同一ブラウザ内の複数インスタンスにもあては
まります。 たとえば、同一マシン上で Netscapeを 2回起動しても、セッションは 1つしか作
成されません。 ただし、ユーザーが Netscape Navigatorと Internet Explorerの両方を実行す
るときは、セッションが 2つ作成されます。

JavaServerページの開発ページの開発ページの開発ページの開発
Web-to-goでは、JavaServerページ（JSP）のためのHTTP要求を 2つの方法で処理します。

� Web-to-go SDK

� Web-to-goサーバーまたはWeb-to-goクライアント
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Web-to-go SDK
Web-to-go SDKは、JSP用の HTTP要求を受け取ると、対応する JSPのソース・ファイルと
クラス・ファイルが両方とも存在するかどうかをチェックします。 クラス・ファイルが存在
し、JSPソース・ファイルよりも新しい場合、Web-to-go SDKは Javaクラスをロードして
サーブレットを実行します。 クラス・ファイルが存在しないか、または JSPソース・ファイ
ルよりも古い場合は、Web-to-go SDKは JSPソース・ファイルを自動的に Javaソース・
ファイルに変換し、これを Javaクラスとして APP_HOME/_pagesにコンパイルします。 JSP
が変換されコンパイルされた後、Web-to-go SDKは Javaクラスをロードしてサーブレット
を実行します。

Web-to-goサーバーまたはサーバーまたはサーバーまたはサーバーまたは Web-to-goクライアントクライアントクライアントクライアント
Web-to-goサーバーまたはWeb-to-goクライアントが JavaServerページ用の HTTP要求を
受け取ると、対応する Javaクラスが APP_HOME/_pagesディレクトリからロードされ実行
されます。 Web-to-goクライアントもWeb-to-goサーバーも、対応するクラス・ファイルが
存在していると想定するため、JSPソース・ファイルをクラス・ファイルに変換する必要が
あります。 さらに、パブリッシュ・ウィザードを使用してアプリケーションを配布するとき
に、JSPソース・ファイルと対応するクラス・ファイルの両方を含める必要があります。 ク
ラス・ファイルは、Web-to-go SDKを使用して作成するか、または Oracle JSP（OJSP）のコ
マンドライン・トランスレータを使用して手動で作成します。

 

設定設定設定設定
さらに、次を実行して Oracleコマンドライン・トランスレータ・ツールを起動する必要が
あります。

CLASSPATHに次の .jarファイルが含まれていることを確認します。

� ojspc.jar（OJSPコマンドライン・ライブラリ。ダウンロードに含まれています。）

� ojsp.jar（OJSPエンジン。ダウンロードに含まれています。）

� JDK tools.jar（Javaのコンパイルに使用されます。C:/jdk1.2.2/lib/tools.jarなど。）

起動の構文起動の構文起動の構文起動の構文
ダウンロードを完了し、該当する .jarファイルが CLASSPATHに含まれていることを確認
した後、次のコマンドを入力します。 

java oracle.jsp.tools.Jspc -option file list

注意注意注意注意 : JSPのクラス名、クラス・パスおよび再変換規則の詳細は、Oracle 
JSPのドキュメンテーションを参照してください。
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File listは、拡張子 .jsp、.jsaまたは .javaを持つすべてのファイルのリストです。 たとえば、
次のとおりです。

java oracle.jsp.tools.Jspc -help
java oracle.jsp.tools.Jspc -version
java oracle.jsp.too.s.Jspc -verbose Foo.jsp Bar.sqljsp
java oracle.jsp.tools.Jspc -packageName "myapp" Login.jsp Logout.jsp
java oracle.jsp.tools.Jspc -encoding UTF-8 UTF8Page.jsp

シェルでサポートされている場合は、ワイルド・カードを使用できます。

java oracle.jsp.tools.Jspc -d/tmp/webpages * .jsp
java oracle.jsp.tools.Jspc -verbose -packageName "hr.expense" *jsp

オプションオプションオプションオプション
トランスレータでは、起動構文として次のオプションが使用できます。

オプション名オプション名オプション名オプション名 デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 説明説明説明説明

-addclasspath javacのための追加クラスパスです。

-d、-dir 生成されるバイナリを配置するためのディレク
トリです。

-debug false ソースのデバッグ用のライン・マップを生成し
ます。

-encoding ISO-8859-1 ファイルの IANAエンコードです。

-extend 生成されるクラスにより拡張されるクラスで
す。

-help、-h ヘルプ・メッセージを出力します。

-implement 生成されるクラスにより実装されるインタ
フェースです。

-includePath ディレクティブを介して含まれるファイルのパ
ス接頭辞です。

-noCompile false 生成される Javaソースをコンパイルしません。

-packageName 生成される Javaクラスのパッケージ名を指定
します。この名前は、通常、Webアプリケー
ションのディレクトリ構造に対応します。

-verbose false 変換ステップに関する情報を出力します。

-version Oracle JSPのバージョン・ナンバーを出力しま
す。
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オプションについては、次のことに注意してください。

� オプション名の大 /小文字は区別されませんが、オプションの値は、通常、大 /小文字
が区別されます。

� -verboseや -debugなどのブール値のオプションは、明示的な値を指定しないでください。 
たとえば、 verbose出力を使用可能にするには、-verbose trueではなく、-verboseと指定し
ます。

� -packageNameなどのオプションの値は、スペースで区切ります。

� エンコード・オプションは、JSPファイルのページ・ディレクティブに指定される場合
でも、コマンドライン上に指定する必要があります。

� 同一ディレクトリ内のファイルには同一のパッケージ名が指定されるように、ツールは
Webアプリケーションの各ディレクトリごとに 1回実行する必要があります。 たとえ
ば、myapp/Login.jspとmyapp/Logout.jspの 2つは、意図された URI（Uniform 
Resource Identifier）に一致する「myapp」というパッケージ名でいっしょに変換され
るようにします。

出力ファイル出力ファイル出力ファイル出力ファイル
生成される出力ファイルは、次のとおりです。

� .javaソース・ファイル。 これらのファイルは、対応する入力ファイルと同じ場所に配置
されます。

� .classファイル。 これらのファイルは、デフォルトでは現在のディレクトリの _pagesサ
ブディレクトリに配置されます。 バイナリ・ファイルの場所は、-dオプションを使用し
て変更できます。

Web-to-goのためののためののためののための Javaサーブレットの開発サーブレットの開発サーブレットの開発サーブレットの開発
Web-to-go JavaサーブレットはWeb-to-go SDKを使用して開発します。 Web-to-go SDKに
より、Web-to-goサーブレットの開発プロセスが容易になります。 Web-to-go SDKを使用す
るには、その前にこれを開発クライアントにインストールする必要があります。 Web-to-go 
SDKには、Javaサーブレットを実行するWebサーバーが含まれています。 Web-to-go SDK 
Webサーバーは、Javaサーブレットの実行とデバッグのために使用できます。

重要重要重要重要 : Web-to-go SDKを使用するには、その前に JavaServer Web 
Development Kit（JSWDK）1.0.1をインストールする必要があります。
JSWDKはサン・マイクロシステムズ社のWebサイトからダウンロードで
きます。
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Web-to-go SDK Webサーバーの制限事項サーバーの制限事項サーバーの制限事項サーバーの制限事項
Web-to-go SDK Webサーバーは、Web-to-go Webサーバーの縮小版で、次の制限事項があ
ります。

� アプリケーション・リポジトリが含まれていません。 このため、Web-to-go SDK Web
サーバーでは、すべてのファイルとクラスをファイル・システムから直接ロードしま
す。

� セキュリティとアクセス制御は使用できません。

� Web-to-go SDK Webサーバーに接続するクライアントは、オフラインに切り替えられ
ません。

� 接続管理は提供しますが、Oracle Liteに対してのみです。 ユーザーはスキーマ SYSTEM
に接続されます。

Web-to-go SDKでのアプリケーションのアクセスでのアプリケーションのアクセスでのアプリケーションのアクセスでのアプリケーションのアクセス
Web-to-go SDK Webサーバー上のアプリケーションには、次の手順でアクセスできます。

Web-to-go SDK Webサーバーを起動するために、DOSプロンプトで次のように入力します。 

1. wtgdebug.exe

2. ブラウザを使用して、Web-to-go SDK Webサーバーに接続します。URLは
http://machine_name:7070/です。 アイコンの含まれたページが表示されます。 各アイコ
ンは、Web-to-go SDK Webサーバーのアプリケーションを表します。 ポート 7070は、
Web-to-goのデバッグ用のデフォルト・ポートです。 詳細は、webtogo.oraファイルを
参照してください。

3. アクセスするアプリケーションのアイコンをクリックします。

サーブレットの作成サーブレットの作成サーブレットの作成サーブレットの作成
Web-to-goでは、サーブレットを使用してHTTPクライアント要求を処理します。 サーブ
レットは、次のいずれかを実行して HTTPクライアント要求を処理します。

� 動的 HTMLコンテンツを作成し、これをブラウザに返す。

� HTTP POST要求を使用して HTMLフォームを処理しサブミットする。

サーブレットでは、Javaサーブレット APIに定義されている HttpServlet抽象クラスを継承
する必要があります。 サーブレットの例を次に示します。

import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import java.io.*;

public class HelloWorld extends HttpServlet
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{
   /**
   * Process the HTTP POST method
   */

   public void doPost (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
   throws ServletException, IOException
   {
     writeOutput("doPost", request, response);
   }

   /**
   * Process the HTTP GET method
   */
   public void doGet (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
   throws ServletException, IOException
   {
      writeOutput("doGet", request, response);
   }

   /**
   * Write the actual output
   */

   public void writeOutput (String method, HttpServletRequest  request,
                            HttpServletResponse response)
   throws ServletException, IOException
   {
      PrintWriter out;

      // set content type
      response.setContentType("text/html");

      // Write the response
      out = response.getWriter();

      out.println("<HTML><HEAD><TITLE>");
      out.println("Hello World");
      out.println("</TITLE></HEAD><BODY>");
      out.println("<P>This is output from HelloWorld "+method+"().");
      out.println("</BODY></HTML>");
      out.close();
   }
}
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パッケージパッケージパッケージパッケージ
Web-to-goでは、4つの Javaパッケージを提供します。 oracle.htmlパッケージと
oracle.lite.htmlパッケージは、付録 D「Web-to-go Javaパッケージ」に含まれていま
す。 oracle.lite.web.servletパッケージと oracle.lite.web.appletパッケージ
は、Web-to-go APIに含まれています。 パッケージ内に提供されているクラスを使用すると、
Javaサーブレットの開発が容易になります。 

oracle.html。このパッケージは、Oracle Application Serverの JWebカートリッジの一部
です。 このパッケージには、すべての HTML要素（HTML表とフォーム・ボタン）のクラ
スが抽象化されて含まれているため、HTMLオブジェクトを Javaコード内で容易に作成し
操作できます。 詳細は、付録 D「Web-to-go Javaパッケージ」の「oracle.htmlパッケージの
使用方法」を参照してください。

oracle.lite.web.html。このパッケージには、カスタマイズされた Javaサーブレット
を作成するために継承できるベース・クラスが含まれています。 これらのベース・クラスを
使用すると、データベース表にリンクされた HTMLフォームを容易に作成できます。 データ
はデータベースから自動的に HTML形式でロードされます。 フォームをサブミットすると、
フォーム内のデータの変更がデータベースに自動的に反映されます。 詳細は、Web-to-go 
APIパッケージの「oracle.lite.web.htmlパッケージの使用方法」を参照してくださ
い。 付録 D「Web-to-go Javaパッケージ」の「oracle.lite.web.htmlパッケージの使用方法」
も参照してください。

oracle.lite.web.servlet。サーブレットでこのパッケージのクラスを使用すると、
ユーザー・プロファイル情報を取得できます。 このパッケージは、Javaサーブレット APIの
HttpServletRequestインタフェースを実装する OraHttpServletRequestクラスを定義してい
ます。 

 oracle.lite.web.applet。このパッケージには、Web-to-goアプレットとともに使用
されるクラスが含まれています。 このパッケージには、AppletProxyクラスが含まれていま
す。このクラスをWeb-to-goアプレットのプロキシとして使用して、JDBC接続を行うか、
またはWeb-to-goサーバー上のサーブレットと通信します。 AppletProxyクラスが
Web-to-goサーバーとの通信に使用するクラスもいくつか含まれています。 詳細は、
Web-to-go APIパッケージの「oracle.lite.web.htmlパッケージの使用方法」を参照し
てください。 

Web-to-goのユーザー・コンテキストのユーザー・コンテキストのユーザー・コンテキストのユーザー・コンテキスト
Web-to-goは、Web-to-goにログオンしているユーザーごとにユーザー・コンテキスト
（ユーザー・プロファイル）を作成します。 Webアプリケーションは、常にユーザーの特定
のコンテキスト内で実行されます。 サーブレットは常にアプリケーションの一部であり、ア
プリケーションが実行されるユーザー・コンテキストを使用して、Web-to-goにより提供さ
れるサービスにアクセスします。 ユーザー・コンテキストを使用すると、次の情報を取得で
きます。

� ユーザーの名前

� ユーザーの実行モード（オンラインまたはオフライン）
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� ユーザーがアクセスしているアプリケーション

� データベース接続

� ユーザーがこのアプリケーションに対して持っているロール

� レジストリでこのユーザー用に格納されている名前と値のペア

サーブレットは、javax.servlet.http.HttpServletRequestクラスの
getUserPrincipalメソッドを介して取得される標準の java.security.Principalを
使用して、ユーザー・プロファイルにアクセスできます。

このオブジェクトは、oracle.lite.web.servlet.OraHttpServletRequest
（JavaSoftにより定義されている javax.servlet.http.HttpServletRequestのサブク
ラス）から取得することもできます。サーブレットは要求パラメータを
OraHttpServletRequestオブジェクトに型をキャスティングし、getUserProfileメ
ソッドをコールして、ユーザー・プロファイル・オブジェクトを取得できます。 たとえば、
次のとおりです。

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException
{
   // Retrieve the database connection from the User Profile, 
   // which can be
   // accessed from the HttpRequest
      OraUserProfile oraUserProfile = ora_request.getUserProfile();
   .
   .
   .
}

Javaコード内でのデータベース接続コード内でのデータベース接続コード内でのデータベース接続コード内でのデータベース接続
サーブレットでは、通常の JDBC接続をオープンする方法と同じように、次のメソッドを
コールして Oracle8iに接続します。

DriverManager.getConnection ("jdbc:oracle:webtogo"); 

注意注意注意注意 : OraUserProfileはWeb-to-goの次のリリースでは使用されな
い予定なので、java.security.Principalの使用をお薦めします。
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Web-to-goリポジトリのアクセスリポジトリのアクセスリポジトリのアクセスリポジトリのアクセス
サーブレットは、アプリケーション・リポジトリ内のファイルをオープンしたり、新規ファ
イルを作成できます。 Web-to-goリポジトリへのアクセスは、サーブレット・コンテキスト
を介して提供されます。サーブレット・コンテキストは、サーブレットの中から
getServletContext()をコールして取得します。 たとえば、次のとおりです。

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException
{
   // Retrieve the servlet context
   ServletContext ctxt = getServletContext();

   // Open an input stream to the file input.html in the Web-to-go Repository
   // All file names are relative to the application's repository directory
   InputStream in = ctx.getResourceAsStream("input.html");

  // Open an output stream to the file output.html in the Web-to-go Repository
  // All file names are relative to the application's repository directory
  URL            url = ctxt.getResource ("output.html");
  URLConnection  conn = url.openConnection();
  OutputStream   out  = conn.getOutputStream();
  .
  .
   .
}
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サーブレットの実行サーブレットの実行サーブレットの実行サーブレットの実行
Web-to-goサーブレットを作成した後は、そのサーブレットを実行します。

wtgpack.exeを使用したサーブレットの登録を使用したサーブレットの登録を使用したサーブレットの登録を使用したサーブレットの登録
ブラウザからサーブレットにアクセスするには、その前にサーブレットをWeb-to-go SDK 
Webサーバーに登録する必要があります。 サーブレットを登録するには、まずアプリケー
ションを登録し、次にこのアプリケーションにサーブレットを追加します。 （Web-to-goで
は複数のアプリケーションを登録できます。） ブラウザからWeb-to-go SDK Webサーバーに
接続すると、登録済みの全アプリケーションのリストが表示されます。

 Web-to-go SDKサーバーには、アプリケーションとサーブレットを登録するためのツール、
パブリッシュ・ウィザードが含まれています。 パブリッシュ・ウィザードはコマンドライン
で次のように入力して起動します。

c:¥> wtgpack -d

まず、新規アプリケーションを作成するか、既存アプリケーションに対する作業を続行する
かを選択します。 次に、メイン・ウィンドウが表示され、アプリケーションの命名用（「アプ
リケーション」タブ）、サーブレットの登録用（「サーブレット」タブ）、レジストリの操作
用（「レジストリ」タブ）のアクティブなパネルが表示されます。
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webtogo.oraファイルファイルファイルファイル
Webサーバーとパブリッシュ・ウィザードの構成情報は、webtogo.oraファイルに格納され
ます。このファイルは Oracle_Home¥wtgsdk¥binディレクトリにあります。 webtogo.ora
ファイルに含まれるパラメータは次のとおりです。

詳細は、付録 B「Web-to-go 初期化パラメータ」を参照してください。

wtgdebug.exeの使用の使用の使用の使用
次の手順を実行して wtgdebug.exeを起動します。

1. DOSプロンプトで次のように入力します。

wtgdebug

2. ブラウザを使用して、次の URLにあるWeb-to-go SDK Webサーバーに接続します。

http://machine_name:port

これで、Web-to-go SDK Webサーバーが現在認識しているアプリケーションのリスト
が表示されます。 Web-to-go SDK Webサーバーは、このリストを XMLファイルから取
り出します。 このリストには、デフォルトでは Servlet Runnerと Sampleというサンプ
ル・アプリケーションが含まれています。

3. デバッグするアプリケーションを選択します。 新しいブラウザ・ウィンドウが起動され
ます。このウィンドウは、アプリケーションをステップ実行するために使用します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 定義定義定義定義

ROOT_DIR Web-to-go開発サーバーは、すべてのファイル・パスをサーバー
のルート・ディレクトリに相対的に拡張します。 ルート・ディ
レクトリは、webtogo.oraファイルにある値 ROOT_DIRを変更
すると変更できます。 デフォルト値は
Oracle_Home¥wtgsdk¥rootです。

PORT Webサーバーがリスニングするポートです。 デフォルト値は 80で
す。Web-to-go SDKサーバーのデフォルト値は 7070です。

XML_FILE アプリケーション情報を含む XMLファイルです。 パブリッ
シュ・ウィザードが XMLファイルを作成しメンテナンスしま
す。 XMLファイルはパブリッシュ・ウィザードを使用して変更
できます。
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WebToGoServerクラスの使用方法クラスの使用方法クラスの使用方法クラスの使用方法
Web-to-go SDK Webサーバーは Javaで作成されているため、wtgdebug.exeを実行するか
わりにサーバーを Java仮想マシン（JVM）内で実行することもできます。SDKを JVM内で
実行すると、Javaデバッガの中でWebサーバーを実行してWeb-to-goアプリケーションを
デバッグできます。 Web-to-go SDK Webサーバーの Java版の起動には、
oracle.lite.web.server.WebToGoServerクラスを使用できます。

Java版のWebサーバーを使用するには、その前に CLASSPATHに次を追加する必要があり
ます。

Oracle_Home¥wtgsdk¥bin¥webtogo.jar 

Oracle_Home¥wtgsdk¥bin¥olite40.jar 

Oracle_Home¥wtgsdk¥bin¥rt.jar 

Oracle_Home¥wtgsdk¥bin¥xmlparser.jar 

Oracle_Home¥wtgsdk¥bin¥classgen.jar

Oracle_Home¥wtgsdk¥bin¥ojsp.jar

tools.jarファイルとクラスの位置（Oracle_Home¥wtgsdk¥rootなど）も CLASSPATHに追加
する必要があります。 第 3章「Web-to-goのチュートリアル」の「ステップ 5: アプリケー
ションの実行」も参照してください。

ファイル RunWebServer.javaは、クラス oracle.lite.web.server.WebToGoServer
を使用してWeb-to-go SDK Webサーバーを起動し制御する方法を示します。 このファイル
は、次のディレクトリにあります。

Oracle_Home¥wtgsdk¥src

Web-to-go SDK Webサーバーを起動するには、次の手順を実行します。

1. 次のコマンドを使用して Javaファイルをコンパイルします。

javac RunWebServer.java

2. 次のコマンドを使用してWebサーバーを実行します。

java RunWebServer

注意注意注意注意 : サーブレットを変更して再コンパイルする場合は、Web Serverを
再起動する必要があります。 Web Serverは [Ctrl]キーを押しながら [C]を
押して停止できます。
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Webサーバーのプロパティの制御サーバーのプロパティの制御サーバーのプロパティの制御サーバーのプロパティの制御
Webサーバーの様々なプロパティを、WebToGoServer.setProperty()メソッドを使用
して動的に設定できます。 これらの値は、webtogo.oraにある値をオーバーライドします。
制御できるプロパティは次のとおりです。

たとえば、次のとおりです。

WebToGoServer.setProperty ("config_file",     
                           "d:¥¥orant¥¥webtogo¥¥bin¥¥webtogo.ora"); 
WebToGoServer.setProperty ("debug", "true"); 
WebToGoServer.setProperty ("port", "80");

サーブレットの登録サーブレットの登録サーブレットの登録サーブレットの登録
サーブレットは、パブリッシュ・ウィザードを使用しないで動的に追加できます。 サーブ
レット・クラス HelloWorldをWebサーバーに登録するには、次の Javaコードを使用しま
す。

WebToGoServer.addServlet("HelloWorld", "/Hello");

デフォルトのアプリケーション「Servlet Runner」にこのサーブレットが追加され、次の
URLを入力するとサーブレットにアクセスできます。

http://machine_name/servlets/Hello

プロパティプロパティプロパティプロパティ 定義定義定義定義

config_file 使用する構成ファイルです。 webtogo.oraファイルも参照してくだ
さい。

port Web-to-go Webサーバーがリスニングするポートです。

debug デバッグを使用可能にします。 デバッグ・メッセージを表示する
場合は「Yes」に設定します。

log_file デバッグ用のログ・ファイルです。 指定すると、デバッグ・メッ
セージがこのファイルに送信されます。指定しないと、メッ
セージが画面に表示されます。

root_dir ルート・ディレクトリです。 webtogo.oraにある ROOT_DIRを
オーバーライドします。ROOT_DIRを参照してください。
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このサーブレットは次の HTMLを返します。

<HTML><HEAD><TITLE>

Hello World

</TITLE></HEAD><BODY>

<P>This is output from HelloWorld doGet(). 

</BODY></HTML>

MIMEタイプの登録タイプの登録タイプの登録タイプの登録
特定のファイル拡張子を持つファイルに対する HTTP要求をすべて処理するような、独自の
サーブレットを作成できます。 たとえば、「asp」で終わる要求をすべて処理する
ASPHandlerというサーブレットを作成できます。

このハンドラは、メソッド WebToGoServer.addMIMEHandler()を使用してWeb-to-go 
SDK Webサーバーに登録できます。たとえば次のように指定します。

WebToGoServer.addMIMEHandler("text/asp", "asp", "ASPHandler")

名前と値のペアの登録名前と値のペアの登録名前と値のペアの登録名前と値のペアの登録
Web-to-goは、オブジェクトを永続的に格納するために使用できるレジストリを提供しま
す。 このようなオブジェクトは、メソッド OraUserProfile.getValue()を使用してサー
ブレットのコード内で取得できます。 Web-to-goサーバーは、レジストリ・オブジェクトを
アクセス制御システム内に格納します。 Web-to-go SDK Webサーバーの場合は、
WebToGoServer.addRegistryEntry()を使用してこれらのレジストリ・オブジェクト
を動的に設定できます。 これにより、レジストリを使用するアプリケーションをテストでき
ます。 たとえば、次のとおりです。

// Add a registry name/value pair to the default application "servletRunner" 
WebToGoServer.addRegistryEntry ("usercode", "1111");
// Add a registry name/value pair to the specified application. 
WebToGoServer.addRegistryEntry ("TESTAPPLICATION", "code", "112");

サーブレットのデバッグサーブレットのデバッグサーブレットのデバッグサーブレットのデバッグ
ソフトウェア開発においては、コードを調べてバグを修正するためにデバッガが使用される
ことがよくあります。 Web-to-goでは、Javaサーブレットを含むアプリケーションのテスト
にデバッガを使用できます。 Javaデバッガ内で Javaサーブレットを実行することにより、
Javaコード内にブレークポイントを設定し、コードを表示し、スレッドを調べ、オブジェク
トを評価できます。 デバッガ内で WebToGoServerクラスを使用することにより、
Web-to-goアプリケーションをデバッグできます。 詳細は、「Oracle JDeveloperの構成」を
参照してください。
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Oracle Lite内のスキーマの直接アクセス内のスキーマの直接アクセス内のスキーマの直接アクセス内のスキーマの直接アクセス
Web-to-go SDKは、Oracle Liteへのデータベース接続を自動的に作成します。 このデータ
ベース接続により、データベース・スキーマ SYSTEMに接続されます。 サーブレット・コー
ドの中で、HTTP要求からこの接続を取得できます。 詳細は、「データベース・コンポーネン
トのアクセス」を参照してください。 Oracle Liteデータベースへは、ODBCを使用して直接
接続することもできます。 ODBCを使用して Oracle Liteデータベースに直接接続すると、次
のような作業の実行に役立ちます。

� 表、ビューおよびシーケンスなどのスキーマ・オブジェクトの作成

� 手動による表の内容の検査

Oracle Liteに接続するには、DOSプロンプトで次の構文を入力して SQL*Plusを起動しま
す。

sqlplus system/x@odbc:webtogo

Web-to-goアプレットの使用アプレットの使用アプレットの使用アプレットの使用
Web-to-goは Javaアプレットをサポートします。 セキュリティ上の理由から、Web-to-goア
プレットではWeb-to-goサーバーまたは Oracleデータベースとの接続にプロキシ・クラス
を使用する必要があります。 AppletProxyクラスがWeb-to-goアプレットのプロキシとし
て機能し、Web-to-goサーブレットとの通信または JDBCとの接続に必要なメソッドをアプ
レットに対して提供します。 アプレットのインスタンス化中に、AppletProxyのインスタ
ンスを生成する必要があります。 AppletProxyクラスのインスタンスが生成されると、
AppletProxyオブジェクトがWeb-to-goサーバーと通信して、サーバーとの接続または
Oracleデータベースとの JDBC接続の確立に必要なすべての情報を導出します。

Web-to-goアプレットの作成アプレットの作成アプレットの作成アプレットの作成
Web-to-goアプレットは java.applet.Appletを継承します。Init()メソッドが
Web-to-goアプレットを初期化するとき、このメソッドはApplet参照をパラメータとして
渡して AppletProxyクラスのインスタンスを生成します。 AppletProxyクラスのインス
タンスが生成されると、AppletProxyクラスの別のメソッドを使用して、サーブレットと
通信したり Oracleデータベースとの JDBC接続を確立できます。 たとえば、次のとおりで
す。

import oracle.lite.web.applet.*;
public class AppApplet extends Applet
{
   public void init()
   {
      ..

..
// Create Instance and pass Reference of applet as parameter
proxy = new AppletProxy(this);
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} 
   AppletProxy proxy;
}

アプレットでは、サーブレットとの通信に次のメソッドを使用できます。 各メソッドには、
AppletProxyクラスのインスタンスが必要です。

� getResultObject()

� setSessionId()

� showDocument()

アプレットでは、データベースとの JDBC接続の確立に getConnection()メソッドを使
用できます。

アプレット用のアプレット用のアプレット用のアプレット用の HTMLページの作成ページの作成ページの作成ページの作成
Web-to-goアプレットは、次のタグを含むHTMLページから起動されます。

<html>

<body>

<applet CODE="MyApplet.class" WIDTH=200 HEIGHT=100>

<PARAM NAME="ORACLE_LITE_WEB_SESSION_ID"  VALUE="123">

</applet>

</body>

</html>

AppletProxyクラスは、ORACLE_LITE_WEB_SESSION_IDパラメータの値を使用して、
Web-to-goサーバーからセッション IDを取得します。 その後、アプレットからサーブレット
へのすべての要求にこのセッション IDが追加されます。 HTMLコードは静的HTMLページ
内に作成することも、サーブレットから生成することもできます。 

静的静的静的静的 HTMLページページページページ
Web-to-goは、APPLETタグを含む静的ページに対して、自動的にパラメータを追加できま
す。 このオプションの場合は、次の構文に示されているように、HTMLページの拡張子を
.ahtmlに変更する必要があります。

page_name.ahtml

クライアントがこの HTMLページにアクセスすると、Web-to-goシステム・サーブレット
は ORACLE_LITE_WEB_SESSION_IDパラメータに必要な <PARAM>タグを HTMLに追加
します。 たとえば、次のとおりです。

<PARAM NAME="ORACLE_LITE_WEB_SESSION_ID" VALUE="123">
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Web-to-goシステム・サーブレットは、VALUE属性をWeb-to-goセッション IDに設定し
ます。

サーブレットから生成されるサーブレットから生成されるサーブレットから生成されるサーブレットから生成される HTMLページページページページ
<APPLET>タグを含むHTMLページは、動的に生成することもできます。 HTMLページを
動的に生成するときは、セッション IDパラメータを手動で追加する必要があります。 セッ
ション ID情報は、次のように oraUserProfileから取得できます。

import oracle.lite.web.html.*;
import oracle.lite.web.servlet.*;

public class AppServlet extends HttpServlet
{
  public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
  {
   PrintWriter out = new PrintWriter(resp.getOutputStream());
   out.println("<HTML>");
   out.println("<BODY>");
   out.println("<APPLET CODE='MyApplet.class' WIDTH=200 HEIGHT=100>");
   // Add these lines to add one more PARAM tag in html page
   // This code should be added in-between  <APPLET> and  </APPLET> tag
   OraHttpServletRequest ora_request  = (OraHttpServletRequest) req;
   OraUserProfile  oraUserProfile = ora_request.getUserProfile();
   out.println(" <PARAM NAME=¥"ORACLE_LITE_WEB_SESSION_ID¥" VALUE=¥""

                  +oraUserProfile.getAppletSessionId(req)+"¥"> ");
 out.println("</APPLET>");
   out.println("</BODY>");
   out.println("</HTML>");
   out.close();

   }
}

アプレットアプレットアプレットアプレット -JDBC通信の開発通信の開発通信の開発通信の開発
データベースにアクセスする Javaアプレットは、JDBC接続を使用して開発できます。 
AppletProxyクラスのインスタンスが生成されると、AppletProxyクラスの
getConnection()メソッドを使用して、JDBC接続を取得する必要があります。 
getConnection()メソッドは、JDBC接続オブジェクトを返します。

注意注意注意注意 : AppletProxyクラスの説明は、「Web-to-goアプレットの作成」
にあります。
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getConnection()
getConnection()メソッドは、JDBC接続の取得に使用できます。 getConnection()メ
ソッドは接続モードがオンラインかオフラインかを判断し、正しいデータベース接続（オン
ライン・モードの場合は Oracle8i、オフライン・モードの場合は Oracle Lite）をユーザーに
提供します。 たとえば、次のとおりです。

import oracle.lite.web.applet.*; 
public class AppApplet extends Applet 
{ 
   public void init() 
   { 
      .. 
      .. 
      // Create Instance and pass Reference of applet as parameter 
      proxy = new AppletProxy(this); 
   }
   public java.sql.Connection getDataBaseConnection() 
   {  
      java.sql.Connection  dBConnection = proxy.getConnection();
      return dBConnection;
   }
   AppletProxy proxy;
}

設計上の課題設計上の課題設計上の課題設計上の課題
Web-to-goアプレットは、ユーザーがWeb-to-goを終了した後もデータベース接続を維持し
ます。 アプレットは、ユーザーがブラウザのアドレス・ウィンドウに新規 URLを入力した
り、「戻る」ボタンをクリックしても、接続を維持します。Web-to-goアプリケーションの
設計者は、ユーザーがWeb-to-goを終了したときにアプリケーションでデータベース接続を
明示的にクローズするように設計する必要があります。 接続をクローズするには、たとえば
前述のコード例で参照されている dBConnection.close()メソッドをコールします。

アプレットアプレットアプレットアプレット -サーブレット通信の開発サーブレット通信の開発サーブレット通信の開発サーブレット通信の開発
Web-to-go環境では、Javaサーブレットと通信する Javaアプレットを開発できます。 クライ
アントが初めてWeb-to-goサーバーに接続するとき、サーバーはセッション IDを生成し、
これをクライアントに送り返します。 この後のサーバーへのクライアント要求にはこのセッ
ション IDが含まれます。Web-to-goサーバーは、クライアントの要求を実行する前にセッ
ション IDを認証します。 アプレットがWeb-to-goサーブレットと通信するとき、各アプ
レット要求にこのセッション IDが含まれている必要があります。各アプレット要求にセッ
ション IDを追加するには、AppletProxyクラスの SetSessionIdメソッドを使用できま
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す。 AppletProxyクラスには、アプレットとサーブレット間の通信を提供するその他のメ
ソッドも含まれています。

Web-to-goサーブレットの作成サーブレットの作成サーブレットの作成サーブレットの作成
サーブレットでは、Javaサーブレット APIに定義されている HttpServlet抽象クラスを
継承する必要があります。 次の例では、HttpServletクラスを拡張する HelloWorldとい
うサーブレットを作成します。 このサーブレットは、文字列をオブジェクトとしてコールす
るアプレットに対して「Hello World」という文字列を送信します。

public class HelloWorld extends HttpServlet
{
   public void doGet (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
 {
   ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream (resp.getOutputStream());

     Object obj = (Object) "Hello World" ;
     out.writeObject(obj);
     out.close();
   }
}

getResultObject()
Web-to-goアプレットは、getResultObjectメソッドを使用してWeb-to-goサーブレット
と通信します。このとき、サーブレットの URLと ServletPrameterオブジェクトをパラ
メータとして渡します。 サーブレットは、テキスト文字列を使用してアプレット要求に応答
します。 SevletParameterオブジェクトは、シリアル化可能なオブジェクト、または名前
と値のペアを含む文字列です。 サーブレットがパラメータを受け入れた場合、
getResultObjectメソッドをコールしてサーブレット・パラメータを引数の 1つとして渡
すことができます。 たとえば、次のとおりです。

public Object getResult()
{
   java.net.URL url = new URL("http://www.foo.com/EmpServlet");
  String ServletParameter = "empname=John";
  Object resultObject = proxy.getResultObject(url, ServletParameter);
  return resultObject;
}

注意注意注意注意 : 独自のトランスポート・プロトコルを作成する場合は、
setSessionIdメソッドのみを使用します。 getResultObject()およ
び showDocument()メソッドは、必要な転送をすでに提供しています。
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setSessionId()
setSessionIdメソッドは、既存の URLConnectionオブジェクトにセッション IDを追加する
ために使用できます。 アプレット -サーブレット通信メカニズムを作成するときは、メソッ
ドの最後に setSessionID（URLConnection）をコールします。 このメソッドは、渡された
URLConnectionオブジェクトにセッション IDを追加してから、URLConnectionオブジェ
クトを返します。 たとえば、次のとおりです。

public void YourMethod()
{
   java.net.URL url = new URL("http://www.foo.com/MyServlet");
  java.net.URLConnection con = url.URLConnection();
  ..
  ..
   ..
  // pass the URLConnection to the method setSessionId
  con = proxy.setSessionID(con);
  // Do whatever you want to do with this URLConnection object
  ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(con.getOutputStream());
  out.writeObject(obj);
  out.flush();
  out.close();
}

showDocument()
showDocumentメソッドは、静的ドキュメント（拡張子が .html、.doc、.xls、またはその
他のユーザー定義拡張子を持つドキュメントを含む）を表示します。 showDocumentメソッ
ドは、これらのドキュメントをWeb-to-goサーバーから取り出して、クライアント・ブラウ
ザに表示します。 ドキュメントを表示するには、ユーザーにドキュメントのアクセス権限が
必要で、Web-to-goサーバーに正しいMIMEタイプが設定されている必要があります。 
showDocument(String relativeDocUrl, String winName)メソッドは、winName
パラメータで渡されるウィンドウ名を持つ別のブラウザ・ウィンドウにドキュメントを表示
します。 次のメソッドはサーバーからヘルプ・ファイルを起動し、「helpWin」という名前の
ブラウザ・ウィンドウに表示します。

public void showHelp()
{
   String relativeDocUrl = "Help/HelpIndex.html";
  proxy.showDocument (url, helpWin);
}

アプレットが使用するブラウザ・ウィンドウにドキュメントを表示するには、次のように
showDocument(url)をコールします。

public void showHelp()
{
   String relativeDocUrl = "Help/HelpIndex.html";
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  proxy.showDocument (url);
}

Web-to-goアプリケーションのデバッグアプリケーションのデバッグアプリケーションのデバッグアプリケーションのデバッグ
Web-to-go SDKと Javaデバッガ（Oracleの JDeveloper、Borlandの JBuilder、Visual J++
など）をすでにインストールしてある場合は、Javaデバッガ内でWeb-to-goアプリケーショ
ンを実行できます。 このセクションの例では、Oracleの JDeveloper Release 3.1を想定して
いますが、ほとんどの情報は他のデバッガにも当てはまります。

Oracle JDeveloperの構成の構成の構成の構成
次の項では、Web-to-go SDKに付属する Sample1アプリケーションを実行できるように
Oracle JDeveloper 3.1を構成する方法を説明します。

デバッグ・プロジェクトの作成デバッグ・プロジェクトの作成デバッグ・プロジェクトの作成デバッグ・プロジェクトの作成
デバッグ・プロジェクトを作成するには、次の手順に従います。

1. JDeveloperを起動します。

2. 「ファイル」→「新規プロジェクト」を選択します。 「プロジェクト・タイプ（ステップ
1）」画面が表示されます。 
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3. 「プロジェクト・ファイル名を指定」フィールドにプロジェクトのファイル名を入力し
ます。

4. 「プロジェクト・タイプ」画面の 2番目のセクション（「作成するプロジェクト・タイ
プ」）で、「空のプロジェクト」ラジオ・ボタンを選択します。 

5. 「次へ」をクリックします。 「プロジェクト・オプション（ステップ 2）」画面が表示さ
れます。 次の情報を入力します。

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明

デフォルトのパッケージ名 このフィールドは空白のまま残します。

プロジェクト・ソースの
パス

Oracle_Home¥wtgsdk¥src¥sample1¥servlets.

出力ディレクトリ Oracle_Home¥wtgsdk¥root¥sample1¥servlets

注意注意注意注意 : orantは、Windows NTシステムでの Oracleホームの名前です。
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6. 「次へ」をクリックします。 「プロジェクト情報（ステップ 3）」画面が表示されます。

7. 次の各フィールドに情報値を入力します。

8. 「次へ」をクリックします。 「完了」画面が表示されます。

9. 「完了」画面にリストされているオプションを確認します。 必要な場合は「戻る」をク
リックします。 「完了」をクリックします。

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明

タイトル プロジェクトの名前です。

作者 作成者の名前です。

著作権 著作権の日付です。

会社 会社名です。

説明 プロジェクトの説明です。
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プロジェクト・プロパティの設定プロジェクト・プロパティの設定プロジェクト・プロパティの設定プロジェクト・プロパティの設定
プロジェクト・プロパティをデバッグ用に構成します。 JDeveloperのナビゲータのメ
ニュー・バーで、「プロジェクト」→「プロジェクト・プロパティ」を選択して「プロパ
ティ」ダイアログ・ボックスを表示します。 次のように構成します。

「パス」タブ「パス」タブ「パス」タブ「パス」タブ
Target JDK Version:

ターゲット JDKのバージョンとして「Java version "JDK1.2.2_JDeveloper"」を選択します。

Source Root Directories:

このディレクトリがソースのルートを指していることを確認します。
Oracle_Home¥wtgsdk¥src¥sample1¥servletsに設定する必要があります。

Output Root Directory:

出力ルート・ディレクトリをディレクトリ Oracle_Home¥wtgsdk¥root¥sample1¥servletsに設
定します。 Web-to-goサーバーはクラス・ファイルがこのディレクトリにあると想定します。 

Run/Debug Working Directory:

実行 /デバッグ・ディレクトリを Oracle_Home¥wtgsdk¥binに設定します。
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「ライブラリ」タブ「ライブラリ」タブ「ライブラリ」タブ「ライブラリ」タブ
JDeveloper 3.1では、CLASSPATH設定のかわりにライブラリを使用します。これにより、
一連の .jarファイルの管理が容易になります。 次の .jarファイルを持つWTGSDKライブラ
リを作成し、このライブラリをプロジェクトに追加します。

Oracle_Home¥wtgsdk¥bin¥ojsp.jar

Oracle_Home¥wtgsdk¥bin¥olite40.jar

Oracle_Home¥wtgsdk¥bin¥webtogo.jar 

Oracle_Home¥wtgsdk¥bin¥servlet.jar 

Oracle_Home¥wtgsdk¥bin¥xmlparser.jar 

Oracle_Home¥wtgsdk¥bin¥classgen.jar
Web-to-goアプリケーションの開発 4-29



Web-to-goアプリケーションのデバッグ
WTGSDKライブラリを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「プロパティ」ダイアログ・ボックスから「ライブラリ」タブを選択します。

2. 「追加」をクリックします。

3. 「新規」をクリックします。

4. WTGSDKと入力します。

5. 「クラス・パス」フィールドの隣の「...」をクリックします。 「ファイル」ダイアログ・
ボックスが表示されます。

6. 上記の 6つの .jarファイルを選択し、「オープン」をクリックします。

7. 「OK」をクリックします。

 

「コンパイラ」タブ「コンパイラ」タブ「コンパイラ」タブ「コンパイラ」タブ
「デバッグ情報を含める」ボックスを選択します。 「OK」をクリックして「プロパティ」ダ
イアログ・ボックスをクローズします。

注意注意注意注意 : 標準の JDeveloperライブラリの 1つはWTGServerと呼ばれます。 
このライブラリを使用しないでください。
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プロジェクトへのファイルの追加プロジェクトへのファイルの追加プロジェクトへのファイルの追加プロジェクトへのファイルの追加
Sample1のファイルをプロジェクトに追加するには、次の手順を実行します。 

1. JDeveloperのナビゲータで緑色の正符号（+）をクリックして、Javaソースをプロジェ
クトに追加します。 「ファイル」ダイアログ・ボックスが表示されます。

2. ディレクトリ Oracle_Home¥wtgsdk¥src¥sample1¥servletsにある Javaソース・ファイル
Helloworld.javaを選択し、「オープン」をクリックします。

3. ディレクトリ Oracle_Home¥wtgsdk¥srcにあるファイル RunWebServer.javaをプロジェ
クトに追加します。

実行とデバッグ実行とデバッグ実行とデバッグ実行とデバッグ
コード内のブレークする文をマウスの右ボタンでクリックして、ブレークポイントを 1つ以
上設定します。 「ブレークポイントの切替え」を選択します。 文の背景が赤になり、ブレー
クポイントが設定されていることを示します。

1. ナビゲータ・ウィンドウで、ファイル RunWebServer.javaを選択します。

2. メニューから「実行 /デバッグ "RunWebServer"」を選択し、デバッガ内でWeb-to-go
サーバーを起動します。

これでWeb-to-goサーバーを使用する準備ができました。 Webブラウザから次の URLにア
クセスして、Web-to-goサーバーにアクセスできます。

http://machine_name/

machine_name は、JDeveloperを実行しているコンピュータのホスト名です。

トラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティング
Web-to-goサーバーを Javaデバッガ内で実行し、Webブラウザを使用してアクセスする場
合は、パフォーマンスが低下する可能性があります。 次のようにすると、パフォーマンスを
向上できます。

� Webブラウザを別マシン上で実行する。

� （Webブラウザを起動した後）タスク・マネージャを使用してWebブラウザ・プロセス
の優先順位を「低」に設定する。
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Web-to-goアプリケーションの配布アプリケーションの配布アプリケーションの配布アプリケーションの配布

この章では、Web-to-goアプリケーションの配布方法に関する情報を提供します。 内容は次
のとおりです。

� 概要

� 接続が切断されているクライアントのためのシーケンス・サポート

� アドバンスト・レプリケーションを使用するための表の構成

� パブリッシュ・ウィザードの使用方法
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概要
概要概要概要概要
Web-to-goアプリケーションを開発した後は、パブリッシュ・ウィザードを使用してアプリ
ケーションを配布します。 パブリッシュ・ウィザードはアプリケーション・ファイルとアプ
リケーション・メタ・データをパッケージ化して、Web-to-goリポジトリにアップロードし
ます。 パブリッシュ・ウィザードを使用する前に、接続が切断されているアプリケーション
に対して割り当てられるシーケンスのタイプを理解しておく必要があります。 Oracle8iデー
タベースの表をアドバンスト・レプリケーション用に構成する必要もあります。

接続が切断されているクライアントのためのシーケンス・サ接続が切断されているクライアントのためのシーケンス・サ接続が切断されているクライアントのためのシーケンス・サ接続が切断されているクライアントのためのシーケンス・サ
ポートポートポートポート

多くのデータベース・アプリケーションが、シーケンス（順序）を使用して一意の識別子を
生成しています。 Web-to-goアプリケーションでは、データベース表に新規レコードを挿入
するときに、シーケンスを使用して一意の主キー値を生成します。 シーケンスのサポートに
より、Web-to-goクライアントは、接続が切断されているときでもすべてのクライアントに
わたって一意の主キー値を作成できます。

Web-to-goシーケンスシーケンスシーケンスシーケンス
Web-to-goでは、クライアントがオフラインになったときにそのクライアント用のシーケン
スを作成して、クライアントの一意の主キー値を決定します。Web-to-goでは、WINDOW
シーケンスまたは LEAPFROGシーケンスを使用して、各シーケンスに一連の一意の数値が
含まれるようにします。

Web-to-goは、シーケンス定義を基にシーケンスをメンテナンスします。 開発者はシーケン
ス定義を作成し、パブリッシュ・ウィザードを使用してこの定義をWeb-to-goサーバーにパ
ブリッシュします。次に、Web-to-goがシーケンス定義を基に SQL文を実行し、ローカル
にシーケンスを生成します。 ただし、シーケンス・オブジェクトは開発者自身が Oracleデー
タベースに作成する必要があります。 Oracleデータベースにシーケンス・オブジェクトを作
成するには、SQLの CREATE SEQUENCE文を実行するか、Oracle8i Navigatorを使用しま
す。 さらに、パブリッシュ・ウィザードは、オフラインのWeb-to-goアプリケーションに対
してシーケンス・サポートを定義できます。

WINDOWシーケンスシーケンスシーケンスシーケンス
WINDOWシーケンスは、各クライアントに一意の値範囲を割り当てます。 他のクライアン
トと値の範囲は重複しません。 クライアントがシーケンスの範囲内の値をすべて使用すると、
Web-to-goは新しい一意の値範囲を持つシーケンスを再作成します。Web-to-goがシーケン
スを再作成するのは、クライアントが接続を切断しオフライン・モードになったときのみで
す。

Web-to-goでは、各WINDOWシーケンスに対して、必要とする使用可能シーケンス数の最
小値を含むしきい値を定義します。 クライアントがオフライン・モードに切り替わったとき、
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Web-to-goは、シーケンス範囲がしきい値より大きいかどうかを検査します。 大きくない場
合、Web-to-goは新しい一意の値範囲を持つシーケンスを自動的に再作成します。

WINDOWシーケンスの例シーケンスの例シーケンスの例シーケンスの例
次の例では、WINDOWシーケンスが 2つのクライアントに割り当てられます。

クライアント 1のシーケンス値が不足した場合、Web-to-goは、21、22、...、30のような一
意の値を含む新しいシーケンスを作成します。 

WINDOWシーケンスの作成シーケンスの作成シーケンスの作成シーケンスの作成
Web-to-goでは、Web-to-goリポジトリ内のシーケンス定義を基に、クライアント上に
WINDOWシーケンスを作成しメンテナンスします。 たとえば、Web-to-goリポジトリに次
のようなWINDOWシーケンス定義があるとします。

クライアントクライアントクライアントクライアント シーケンスの範囲シーケンスの範囲シーケンスの範囲シーケンスの範囲

クライアント 1: 1-10

クライアント 2: 11-20

シーケンス・パラメータシーケンス・パラメータシーケンス・パラメータシーケンス・パラメータ 定義定義定義定義

NAME AUDIODB_SEQ

TYPE WINDOW

START_VALUE 1
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接続が切断されているクライアントのためのシーケンス・サポート
最初のクライアントが接続を切断してオフライン・モードになったとき、Web-to-goは次の
SQL文を実行してローカルにシーケンスを作成します。

CREATE SEQUENCE audiodb_seq START WITH 1 MAXVALUE 200
INCREMENT BY 1;

2番目のクライアントが接続を切断してオフライン・モードになったとき、Web-to-goは次
の SQL文を実行してローカルにシーケンスを作成します。

CREATE SEQUENCE audiodb_seq START WITH 201 MAXVALUE 400 
INCREMENT BY 1;

Web-to-goでは割り当てられた範囲値を追跡し、各クライアントに必ず一意の範囲が割り当
てられるようにします。 最初のクライアントのシーケンスが 175を超えると、使用可能な範
囲が指定されたしきい値の 25より小さくなります。Web-to-goはこの状況を検出し、クラ
イアントが次に接続を切断してオフライン・モードになったときに、シーケンスを再び作成
します。Web-to-goでは、これを行うために次の SQL文を実行します。

DROP SEQUENCE audiodb_seq;

CREATE SEQUENCE audiodb_seq START WITH 401 MAXVALUE 600 
INCREMENT BY 1;

オンライン・モード用のオンライン・モード用のオンライン・モード用のオンライン・モード用の WINDOWシーケンスの定義シーケンスの定義シーケンスの定義シーケンスの定義
オンライン・モードでは、全ユーザーが 1つのシーケンスを共有します。 このシーケンス値
の範囲は多数のユーザーをサポートする必要があり、さらにオフライン・モードでユーザー
に割り当てられる値の範囲と重複しません。 次の方法のいずれかを使用すると、この要件を
満たすことができます。

� Oracleシーケンス用として大きな値範囲を確保し、接続を切断したクライアントにはこ
の範囲より上の値でシーケンスを作成できるようにする。

� オンライン・モードではシーケンスの数値に奇数を使用し、オフライン・モードでは偶
数を使用する。 この方法では、シーケンスの数値が必ず一意になるように、シーケンス
を 2ずつ増分することが必要になります。

INCREMENT 1

WINDOW_SIZE 200

THRESHOLD 25

シーケンス・パラメータシーケンス・パラメータシーケンス・パラメータシーケンス・パラメータ 定義定義定義定義
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接続が切断されているクライアントのためのシーケンス・サポート
大きな大きな大きな大きなWINDOWシーケンスシーケンスシーケンスシーケンス
Oracle8iシーケンス用に 1から 100000000までの大きな範囲を確保するには、Oracle8iサー
バーで次の SQL文を実行します。

CREATE SEQUENCE audiodb_seq START WITH 1 MAXVALUE 100000000 
INCREMENT BY 1;

Web-to-goは、接続が切断されたクライアントに対して、オンライン・ユーザー用に確保さ
れている範囲よりも少なくとも 1増分値のみ大きい数値から始まるシーケンス値を割り当て
る必要があります。 オンライン・ユーザーに確保されている範囲が 1から 100000000の場合
は、接続を切断されたユーザーに割り当てられる最初の範囲の初期値は、100000001以上に
する必要があります。 次の例では、Oracle8i用にすでに確保されている大きなWINDOW
シーケンスを考慮に入れた初期値を持つWINDOWシーケンスを 2人のクライアントに対し
て定義します。

シーケンス・パラメータシーケンス・パラメータシーケンス・パラメータシーケンス・パラメータ 定義定義定義定義

NAME AUDIODB_SEQ

TYPE WINDOW

START_VALUE 100000001

INCREMENT 1
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接続が切断されているクライアントのためのシーケンス・サポート
偶数と奇数の偶数と奇数の偶数と奇数の偶数と奇数のWINDOWシーケンスシーケンスシーケンスシーケンス
オンライン・モードとオフライン・モードのそれぞれに奇数または偶数のシーケンス値を割
り当て、同じ増分値を指定すると、オンライン・モードとオフライン・モードに一意のシー
ケンス値を使用できます。 次の手順により、オンライン・モード用に奇数のシーケンス値を
確保し、オフライン・モードには偶数のシーケンス値の範囲を確保します。

Oracle8iサーバー上で次の SQL文を実行します。

CREATE SEQUENCE audiodb_seq START WITH 1 INCREMENT BY 2;

次のシーケンス定義をパブリッシュ・ウィザードに入力します。

WINDOW_SIZE 200

THRESHOLD 25

クライアントクライアントクライアントクライアント シーケンスの範囲シーケンスの範囲シーケンスの範囲シーケンスの範囲

クライアント 1: 100000001 - 100000200

クライアント 2: 100000201 - 100000400

シーケンス・パラメータシーケンス・パラメータシーケンス・パラメータシーケンス・パラメータ 定義定義定義定義

NAME AUDIODB_SEQ

TYPE WINDOW

START_VALUE 2

INCREMENT 2

WINDOW_SIZE 200

THRESHOLD 25

シーケンス・パラメータシーケンス・パラメータシーケンス・パラメータシーケンス・パラメータ 定義定義定義定義
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接続が切断されているクライアントのためのシーケンス・サポート
この方式を使用した場合、オンライン用シーケンスの範囲は Oracleシーケンス値の上限
（約 1026）によってのみ制限されます。オフライン・クライアントの場合は、

WINDOW_SIZEおよび THRESHOLDパラメータで増分ステップが考慮されていません。 オ
フライン用の手順では、接続が切断されたクライアントに可能なシーケンス値は 100
（200/2）個しかなく、これではすぐにシーケンスを再作成する必要が生じます。

LEAPFROGシーケンスシーケンスシーケンスシーケンス
LEAPFROGシーケンスは、各クライアントに一意の一連の値範囲を割り当てます。 各シー
ケンスの初期値はクライアントごとに異なり、各シーケンスの増分は最大クライアント数よ
り大きい値に設定されます。 シーケンス・スロットが不足しないように、LEAPFROGシー
ケンスの増分値はクライアント数の概算合計よりもかなり大きい値に設定するようにしま
す。 たとえば、クライアントの概算合計が 500の場合、シーケンス増分値には 1000を設定し
ます。
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接続が切断されているクライアントのためのシーケンス・サポート
例例例例
次の例では、LEAPFROGシーケンスが 3つのクライアントに割り当てられます。

LEAPFROGシーケンスの作成シーケンスの作成シーケンスの作成シーケンスの作成
Web-to-goでは、シーケンス定義を基に LEAPFROGシーケンスをローカルにメンテナンス
します。 たとえば、Web-to-goに次のような LEAPFROGシーケンス定義があるとします。

最初のクライアントが接続を切断してオフライン・モードになったとき、Web-to-goは次の
SQL文を実行してローカルにシーケンスを作成します。

CREATE SEQUENCE audiodb_seq START WITH 2 INCREMENT BY 1000;

2番目のクライアントが接続を切断してオフライン・モードになったとき、Web-to-goは次
の SQL文を実行してローカルにシーケンスを作成します。

CREATE SEQUENCE audiodb_seq START WITH 3 INCREMENT BY 1000;

Web-to-goではシーケンスの作成回数を追跡し、各クライアントに一意の初期値を割り当て
ます。 シーケンス・オブジェクトは似たようなプロパティを指定して Oracleデータベース上
に作成する必要があります。 たとえば、次のとおりです。

CREATE SEQUENCE audiodb_seq START WITH 1 INCREMENT BY 1000;

シーケンス・パラメータシーケンス・パラメータシーケンス・パラメータシーケンス・パラメータ 定義定義定義定義

NAME AUDIODB_SEQ

TYPE LEAPFROG

START_VALUE 2

INCREMENT 1000
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アドバンスト・レプリケーションを使用するための表の構成
アドバンスト・レプリケーションを使用するための表の構成アドバンスト・レプリケーションを使用するための表の構成アドバンスト・レプリケーションを使用するための表の構成アドバンスト・レプリケーションを使用するための表の構成
アドバンスト・レプリケーションで表を使用できるようにするには、まずデータベース表を
作成し、この表をマスター・レプリケーション・グループに追加する必要があります。

データベース表の作成データベース表の作成データベース表の作成データベース表の作成
第 3章「Web-to-goのチュートリアル」の「ステップ 9: Oracle8iへのデータベース・オブ
ジェクトの作成」に示されている手順に従って、Oracleデータベース内に表を作成します。   

Web-to-goのインストール中に、パスワードがMASTERのMASTERというデータベース・
スキーマが作成されます。 このアカウントに表を追加するか、またはデータベース・ユー
ザーを新しく作成して表をそのユーザーのアカウントに追加できます。 データベース・ユー
ザーを新しく作成する場合は、次のロールを付与する必要があります。

� Connect

� Resource

� Eexecute any procedure

� Create snapshot logs

マスター・レプリケーション・グループの作成と表の追加マスター・レプリケーション・グループの作成と表の追加マスター・レプリケーション・グループの作成と表の追加マスター・レプリケーション・グループの作成と表の追加
レプリケーション表はすべてマスター・レプリケーション・グループに割り当てる必要があ
ります。 Web-to-goのインストール中に、MASTER_GROUPというマスター・レプリケー
ション・グループが作成されます。 このグループに表を追加するか、または Oracle 
Replication Managerを使用してマスター・レプリケーション・グループを新しく作成でき
ます。 マスター・レプリケーション・グループを新しく作成するには、次の手順を実行しま
す。

1. Oracle Replication Managerをオープンし、「ファイル」を選択します。 「新規作成」次
いで「データベース接続」を選択します。 Administratorには REPADMINを、データ
ベースには wtgapps.worldを入力します。

2. 「データベース接続」フォルダ内の wtgapps.worldデータベース接続をダブルクリック
して、マスター・サイトのデータベースに接続します。 ユーザー repadminのデフォル
トのパスワードは「repadmin」です。

注意注意注意注意 : レプリケーション表には主キーが必要です。
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
3. 構成フォルダを拡張し「マスター・グループ」をマウスの右ボタンでクリックします。 
既存のマスター・グループを選択するか、「新規マスター・グループの作成」を選択し
ます。 このプロパティ・シートにマスター・グループの名前を入力し「作成」をクリッ
クします。

4. 「オブジェクト」タブを選択し、レプリケーション用に設定するマスター表を追加しま
す。 たとえば、次のとおりです。

� 「追加」をクリックします。

� ユーザーMASTERが所有する表を追加するには、ドロップダウン・リストからス
キーマMASTERを選択します。

� 表を選択してから「追加」をクリックします。

� 「クローズ」をクリックします。

� マスター・グループに変更を加えるには、「適用」を選択します。

� 新しく追加された表にレプリケーション・サポートを生成するように求められた
ら、「OK」をクリックします。

� 「クローズ」をクリックします。

パブリッシュ・ウィザードの使用方法パブリッシュ・ウィザードの使用方法パブリッシュ・ウィザードの使用方法パブリッシュ・ウィザードの使用方法
パブリッシュ・ウィザードは、次の目的に使用できるグラフィカル・ツールです。

� Win32、PalmまたはEPOCプラットフォーム用の新規Web-to-goアプリケーションを作
成してパブリッシュする。

� 既存のWeb-to-goアプリケーションを編集してパブリッシュする。

� 簡単に配布できるようにWeb-to-goアプリケーションをパッケージ化する。

新規Web-to-goアプリケーションを作成するときは、コンポーネントを定義しWeb-to-goリ
ポジトリにパブリッシュします。 場合によっては、既存のWeb-to-goアプリケーションのコ
ンポーネントの定義を編集することがあります。 たとえば、アプリケーションに新規サーブ
レットを開発する場合は、パブリッシュ・ウィザードを使用してサーブレットをアプリケー
ション定義に追加してから、変更したアプリケーションをWeb-to-goリポジトリにパブリッ
シュします。 パブリッシュ・ウィザードを使用すると、簡単に配布できるようにアプリケー
ション・コンポーネントを .jarファイルにパッケージ化することもできます。 
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
パブリッシュ・ウィザードの起動パブリッシュ・ウィザードの起動パブリッシュ・ウィザードの起動パブリッシュ・ウィザードの起動
パブリッシュ・ウィザードを起動するには、DOSプロンプトで次のように入力します。

wtgpack

パブリッシュ・ウィザードが起動され、デフォルトの「ようこそ」パネルが表示されます。 

「ようこそ」パネルでは、次の機能を使用してパッケージ化されたアプリケーションの作成、
編集またはオープンができます。

注意注意注意注意 : Palmまたは EPOCのファイルを配布する場合に必要なパネルは
「アプリケーション」と「ファイル」のみです。 その他のパネルは Palmお
よび EPOCのファイルには該当しません。

機能機能機能機能 説明説明説明説明

新規アプリケーションの
作成

このオプションを選択すると、新規アプリケーションを定義できま
す。

既存のアプリケーションの
編集

このオプションを選択すると、既存のアプリケーションを編集でき
ます。 隣にあるドロップダウン・リストから既存のアプリケーショ
ンを選択できます。

パッケージ・アプリケー
ションを開く

このオプションを選択すると、.jarファイルとしてパッケージ化さ
れているアプリケーションを選択できます。 隣にあるフィールドに
パッケージ・アプリケーションの名前を入力するか、または「ブラ
ウズ」ボタンを使用してアプリケーションを選択します。
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
開発モードでのパブリッシュ・ウィザードの起動開発モードでのパブリッシュ・ウィザードの起動開発モードでのパブリッシュ・ウィザードの起動開発モードでのパブリッシュ・ウィザードの起動
パブリッシュ・ウィザードは、開発モードもサポートします。 このモードでは、Web-to-go
アプリケーション情報の定義、サーブレットの追加およびレジストリの変更が可能です。 ア
プリケーションはローカル・マシンにパブリッシュされるため、接続やデータベース情報は
必要ありません。

パブリッシュ・ウィザードを開発モードで起動するには、DOSプロンプトで次のように入力
します。

wtgpack -d

次の項では、パブリッシュ・ウィザードの各パネルの機能を説明します。

新規アプリケーションの命名新規アプリケーションの命名新規アプリケーションの命名新規アプリケーションの命名
「アプリケーション」パネルは、Web-to-goアプリケーションに名前を付けて、このアプリ
ケーションをWeb-to-goサーバー上のどこに格納するかを指定するために使用します。 この
パネルに含まれるフィールドは次のとおりです。
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須

アプリケーション名 Web-to-goアプリケーションの名前です。 X

仮想パス サーバー・リポジトリのルート・ディレクトリから
Web-to-goアプリケーション自体にマップされたパスです。 
仮想パスにより、アプリケーションのディレクトリ構造全体
を参照する必要がなくなります。 また、これによりアプリ
ケーションを一意に識別することもできます。

X

説明 Web-to-goアプリケーションの簡単な説明です。 X

アプリケーションの
クラスパス

セミコロン（;）で区切られたクラス・ディレクトリです。
Web-to-goは、ここに指定されている順番でアプリケーショ
ン・クラスを検索します。

デフォルトのページ Web-to-goアプリケーションのエントリ・ポイントとして機
能するWebページのサーバーでの場所です。 これは、リポジ
トリのディレクトリを基にした相対パスです。 たとえば、
サーバー・ディレクトリが /appsで、デフォルトのページが
index.htmlの場合、「デフォルトのページ」は
/apps/index.htmになります。デフォルトのページはサーブ
レットでもかまいません。デフォルトのページを指定しない
場合は、汎用ページが発行されます。

X

ローカル・アプリ
ケーションのディレ
クトリ

ローカル・マシン上でこのアプリケーションの全コンポーネ
ントが含まれているディレクトリです。 この場所は、入力す
るかまたは「ブラウズ」ボタンをクリックして選択します。

X

アイコン Web-to-goワークスペースでWeb-to-goアプリケーションの
アイコンとして使用される GIFイメージです。 隣にある
フィールドにアイコンの名前を入力するか、または「ブラウ
ズ」ボタンを使用してアイコン・ファイルを選択します。
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
Palmおよびおよびおよびおよび EPOCアプリケーションの命名アプリケーションの命名アプリケーションの命名アプリケーションの命名
ローカル・アプリケーションのディレクトリが必要です。 アプリケーションにWin32、Palm
または EPOCのファイルが含まれている場合は、これらのファイルをローカル・アプリケー
ション・ディレクトリの次のサブディレクトリに配置します。

� Win32ファイルは、「win32」というサブディレクトリに入れます。

� Palmファイルは、「palm」というサブディレクトリに入れます。

� EPOCファイルは、「epoc」というサブディレクトリに入れます。

アプリケーション・ファイルのリスト表示アプリケーション・ファイルのリスト表示アプリケーション・ファイルのリスト表示アプリケーション・ファイルのリスト表示
「ファイル」パネルは、アプリケーション・ファイルを表示し、ファイルがローカル・マシ
ン上のどこにあるかを示すために使用します。 パブリッシュ・ウィザードはローカル・アプ
リケーションのディレクトリの内容を分析し、各ファイルのローカル・パスを表示します。 
このパネルに含まれるフィールドは次のとおりです。 
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
「ファイル」パネルにリストされているファイルは、すべて追加、削除またはロードできま
す。 新規アプリケーションを作成する場合、「ファイル」パネルに進むと、ローカル・ディレ
クトリにリストされているすべてのファイルが自動的に分析されロードされます。 既存アプ
リケーションを編集する場合は、「ロード」ボタンを使用して個々のファイルをロードでき
ます。

ソートソートソートソート
ファイルは、拡張子または含まれているディレクトリごとにソートできます。 ファイルを
ソートするには、「拡張子順」または「ディレクトリ順」ラジオ・ボタンをクリックします。 

フィルタフィルタフィルタフィルタ
「ロード」ボタンをクリックすると「入力」ダイアログ・ボックスが表示されます。 「入力」
ダイアログ・ボックスは、アップロード・プロセスからのアプリケーション・ファイルを含
めるか除外するかを指定する（カンマで区切られた）フィルタのリストを作成するために使
用します。 ファイルを除外するには、ファイル名の前に負符号（-）を付けます。 たとえば、

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須

ローカルのパス 各Web-to-goアプリケーション・ファイルの絶対パスです。 
リスト内の各エントリには、各ファイルまたはディレクトリ
の完全なパスが含まれています。

X
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
.bakおよび .java拡張子の付いたファイルを除くすべてのファイルをロードするには、次の
ように入力します。

*,-*.bak,-*.java

サーブレットの追加サーブレットの追加サーブレットの追加サーブレットの追加
パブリッシュ・ウィザードは、「ファイル」タブのサーブレットを分析し、Web-to-goサー
バー上に定義します。 アプリケーションのサーブレットは「サーブレット」パネルに表示で
きます。 このパネルに含まれるフィールドは次のとおりです。 

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須

サーブレット名 サーブレットの名前です。 たとえば、 DeleteDetailです。 
サーブレットは

 application _virtualpath/servlet name
として参照できます。

X

サーブレットのクラ
ス

追加するサーブレットの完全修飾クラスです。 X
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
「サーブレット」タブにリストされているサーブレットは、すべて追加、削除またはロード
できます。 新規アプリケーションを作成する場合、「ファイル」タブにリストされているファ
イルを基にすべてのサーブレットがパブリッシュ・ウィザードにより自動的にリストされま
す。 既存アプリケーションを編集する場合は、「ロード」ボタンを使用して個々のサーブレッ
トをロードできます。

データベース情報の入力データベース情報の入力データベース情報の入力データベース情報の入力
 「データベース」パネルは、Web-to-goアプリケーション・ユーザーが Oracle Server上の
レプリケーション・マスター・グループに接続する方法を指定するために使用します。 この
パネルに含まれるフィールドとチェックボックスは次のとおりです。 

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須

データベースのユー
ザー名

Web-to-goアプリケーションの Oracleデータベース・アカウ
ントのログイン名です。 Web-to-goアプリケーション・ユー
ザーはすべて同一のアカウントにアクセスします。 アプリ
ケーションには repadminユーザーと同等の権限が必要です。 
デフォルトのデータベースのユーザー名は「master」です。

X
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
レプリケーション・
グループ

名前の付いたレプリケーション項目グループです。 データ
ベースの一貫性を維持するため、レプリケーション項目はす
べて 1つの単位としてレプリケートする必要があります。

X

接続数 Web-to-goアプリケーションから Oracle Serverへの同時接続
数です。

X

共有接続 これを選択すると、複数のサーブレットで同一のデータベー
ス接続を共有できます。 複数のサーブレットで接続を共有で
きると、Oracleの使用可能同時接続の最大値を超えるサーブ
レットが接続されることを回避できます。 ただし、あるサー
ブレットがコミットを実行すると、接続を共有している他の
サーブレットにも影響します。

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
アプリケーション・ロールの定義アプリケーション・ロールの定義アプリケーション・ロールの定義アプリケーション・ロールの定義
「ロール」パネルは、Web-to-goアプリケーションのロールを定義するために使用します。 開
発者がアプリケーションのコード内にロールを作成し、パブリッシュ・ウィザードがこれを
Oracle8iデータベース用に宣言し直します。 アプリケーションをWeb-to-goサーバーにパブ
リッシュした後は、Web-to-goコントロール・センターを使用して、ユーザーとグループに
ロールを割り当てることができます。 このパネルに含まれるフィールドは次のとおりです。

Web-to-goアプリケーションにはすべて、デフォルトのロールが含まれています。 「ロール」
パネルで「新規」ボタンまたは「削除」ボタンをクリックすれば、ロールをパネルに追加ま
たは削除できます。

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須

ロール Web-to-goアプリケーションにロールを割り当てます。
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
レプリケーション用スナップショットの定義レプリケーション用スナップショットの定義レプリケーション用スナップショットの定義レプリケーション用スナップショットの定義
「スナップショット」パネルは、アプリケーションのレプリケーション・スナップショット
を作成するために使用します。 複数のアプリケーションで同一スナップショットを使用して
いる場合を除き、スナップショットは全アプリケーション間で一意にする必要があります。 
スナップショットにはすべて一意の名前が必要です。 これを行う 1つの方法は、スナップ
ショット名の前にアプリケーション名を付けてスナップショット名を定義することです。 こ
のパネルに含まれるフィールドは次のとおりです。

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須

名前 Web-to-goアプリケーションに関連付けられている
スナップショット（複数も可）の名前（複数も可）
です。

X

更新可能 これを選択すると、アプリケーションがオンライン
に戻ったときに、オフラインで加えられた変更がす
べてサーバーにレプリケートされます。 すべてのア
プリケーションが更新可能ではないので注意してく
ださい。 詳細は、「Web-to-goアプリケーションの管
理」の「レプリケーションとスナップショットの管
理」を参照してください。

X

テンプレート 利用可能なスナップショット・テンプレートのリス
トです。 テンプレートとは、スナップショットの作
成に使用される SQL文です。 テンプレートには変数
を含められます。 テンプレートをWeb-to-goサー
バーにパブリッシュした後は、Web-to-goコント
ロール・センターを使用して、ユーザー固有のテン
プレート変数を指定できます。 ただし、Web-to-go
コントロール・センターでスナップショットは変更
できません。

X

SQL サーバー上に表を作成するために使用される SQL
文の Create_Tableです。 表がすでにある場合は、
これは必要ありません。 標準の SQL*Plus文とは異
なり、パブリッシュ・ウィザードの完全な SQL文
はセミコロン（;）では終わりません。 これは、ロー
ル、DDL、シーケンスおよびスナップショットに適
用されます。

レプリケーション レプリケーション・サポートを使用可能にする SQL
スクリプトを生成します。

スナップショット・ログ スナップショット・ログを作成する SQLスクリプ
トを生成します。
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
「スナップショット」パネルで「新規」ボタンまたは「削除」ボタンをクリックすると、「ス
ナップショット」パネルにスナップショットを追加または削除できます。 スナップショット
はインポートまたは編集することもできます。

注意注意注意注意 : 「スナップショット」パネルから複数のスナップショットをイン
ポートできますが、「新規表」ダイアログ・ボックスから新規表を作成す
るときにインポートできるスナップショットは 1つのみです。
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
新規スナップショットの作成新規スナップショットの作成新規スナップショットの作成新規スナップショットの作成
新規スナップショットを作成するには、「新規」ボタンをクリックします。 「新規スナップ
ショット」表が表示されます。
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
新規スナップショットを作成するには、「新規表」画面の次の機能を変更します。

機能機能機能機能 説明説明説明説明

名前 サーバー上の新規表の名前です。

SQLの生成 この機能が選択されると情報が収集され、後で SQLスク
リプトに対して出力されます。このスクリプトを使用する
と次のことが可能になります。

� データベース表の作成。

� レプリケーション・サポートの作成。 

� スナップショット・ログの作成。

レプリケーションの作成 このチェックボックスが選択されていると、名前付きの表
に対するレプリケーション・サポートが作成されます。

スナップショット・ログ
の作成

このチェックボックスが選択されていると、名前付きの表
に対してスナップショット・ログが作成されます。これに
より高速リフレッシュが可能になります。

SQL 名前付きの表を定義する SQL文を表示します。 この文は
変更できます。

クライアントで作成 このチェックボックスが選択されていると、次のことを実
行できます。

� 更新可能スナップショットの作成。

� スナップショット・テンプレートの作成。 管理者は、
Web-to-goコントロール・センターを使用して、複数
の異なるユーザー用変数のインスタンスをこのテンプ
レートに生成できます。

更新可能 このチェックボックスが選択されていると、名前付きの表
の更新可能スナップショットがWeb-to-goの表に作成さ
れます。

テンプレート 名前付きの表のスナップショット・テンプレートを表示し
ます。 スナップショット・テンプレートは変更できます。 
管理者は、Web-to-goコントロール・センターを使用し
て、複数の異なるユーザー用変数のインスタンスをこのテ
ンプレートに生成できます。 テンプレート変数の詳細は、
「レプリケーション用スナップショットの定義」を参照し
てください。
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
スナップショットのインポートスナップショットのインポートスナップショットのインポートスナップショットのインポート
Oracle8iデータベースまたは Oracle Liteデータベースからスナップショットをインポートす
るには、「インポート」ボタンをクリックします。 接続を指定していない場合は、データベー
ス接続ウィンドウが表示されます。 

 

スナップショットのインポート元の Oracle8iデータベースのユーザー名、パスワードおよび
データベース URLを入力します。 「表」ウィンドウが表示されます。

表のインポート元のスキーマを選択してから、表を選択します。 「追加」をクリックしてか
ら「閉じる」をクリックします。 パブリッシュ・ウィザードの「スナップショット」パネル
に表が表示されます。

注意注意注意注意 : Oracle8iデータベースのデータベース URLを入力するときは、次
の書式を使用します。 jdbc:oracle:thin:@"o8host":"o8 port":"SID".  たとえば、
jdbc:oracle:thin:@o8-db:1521:orclと指定します。 Oracle Liteの場合は、
jdbc:polite:webtogoを使用します。
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
スナップショットの編集スナップショットの編集スナップショットの編集スナップショットの編集
スナップショットを編集するには、「スナップショット」パネルからスナップショットを選
択し、「編集」をクリックします。 「表の編集」ウィンドウが表示されます。

スナップショットを編集するには、「表の編集」ウィンドウの次の機能を変更します。

機能機能機能機能 説明説明説明説明

名前 スナップショットが参照する表の名前です。

SQLの生成 この機能が選択されると情報が収集され、後で SQL文に
対して出力されます。この文を使用すると次のことが可能
になります。

� レプリケーション・サポートの作成。

� スナップショット・ログの作成。 

� 表定義 SQLの表示と変更。

レプリケーションの作成 このチェックボックスが選択されていると、名前付きの表
に対するレプリケーション・サポートが作成されます。
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
レプリケーション用のシーケンスの定義レプリケーション用のシーケンスの定義レプリケーション用のシーケンスの定義レプリケーション用のシーケンスの定義
「シーケンス」パネルは、Web-to-goアプリケーションのオフライン・シーケンスを定義す
るために使用します。Web-to-goでは、アプリケーションが接続を切断してオフライン・
モードになる前に、シーケンスを使用してアプリケーションに一意の主キー値を割り当てま
す。 これらの一意の主キー値は、クライアントがオンラインに戻ったときにレプリケーショ
ン用として使用されます。 シーケンスという概念は重要ですが、これは、シーケンスを使用
することにより、接続が切断されているアプリケーション間で主キー値の重複がなくなり、
レプリケーションで競合が発生しなくなるためです。 シーケンスにはすべて一意の名前が必
要です。シーケンス名の前にアプリケーション名を付けてシーケンス名を変更すると一意に
できます。 シーケンスの詳細は、この章の「接続が切断されているクライアントのための
シーケンス・サポート」を参照してください。

スナップショット・ログ
の作成

このチェックボックスが選択されていると、名前付きの表
に対するスナップショット・ログが作成されます。

SQL 名前付きの表を定義する SQL文を表示します。 この文は
変更できます。

クライアントで作成 このチェックボックスが選択されていると、次のことを実
行できます。

� 更新可能スナップショットの作成。

� スナップショット・テンプレートの作成。 管理者は、
Web-to-goコントロール・センターを使用して、複数
の異なるユーザー用変数のインスタンスをこのテンプ
レートに生成できます。

更新可能 このチェックボックスが選択されていると、名前付きの表
の更新可能スナップショットがWeb-to-goの表に作成さ
れます。

テンプレート 名前付きの表のスナップショット・テンプレートを表示し
ます。 スナップショット・テンプレートは変更できます。 
管理者は、Web-to-goコントロール・センターを使用し
て、複数の異なるユーザー用変数のインスタンスをこのテ
ンプレートに生成できます。

機能機能機能機能 説明説明説明説明
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
「シーケンス」パネルに含まれるフィールドは次のとおりです。 

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須

名前 切断モードでWeb-to-goアプリケーションにより使用さ
れるシーケンスの名前です。

X

タイプ 切断モードでWeb-to-goアプリケーションにより使用さ
れるシーケンスのタイプです。 シーケンスには、
WINDOWと LEAPFROGという 2つのタイプがありま
す。

WINDOW。 WINDOWシーケンスは、各クライアントに
一意の値範囲を割り当てます。 WINDOWシーケンスは各
クライアントごとに一意で、他のクライアントのシーケン
スとは重なりません。 クライアントがシーケンスの範囲内
の値をすべて使用すると、Web-to-goはクライアントが次
にオフラインになったときに新しい一意の値範囲を持つ
シーケンスを再作成します。

LEAPFROG。 LEAPFROGシーケンスは、各クライアント
に一意の一連の増分値を割り当てます。 各シーケンスの初
期値はクライアントごとに異なり、各シーケンスの増分は
最大クライアント数より大きい値に設定されます。

X

初期値 Web-to-goクライアント上のシーケンスの初期値です。 
シーケンスはこの数値から開始し、定義された増分値に
従って増分されます。

X

増分値 Web-to-goクライアント上でシーケンスが初期値から始
まって増分される数値です。

X

Windowサイズ WINDOWシーケンスの場合に、数値の範囲を指定しま
す。 この情報は LEAPFROGシーケンスでは使用されませ
ん。

WINDOW
のみ

しきい値 WINDOWシーケンスの場合に、必要な数の最小範囲を定
義します。既存のシーケンスがこの範囲に達したときおよ
びクライアントがオフラインになったときに、Web-to-go
は新しいシーケンスを作成します。 この情報は
LEAPFROGシーケンスでは使用されません。

WINDOW
のみ

サーバー側シーケン
スの初期値

Oracle8iデータベース上のシーケンスの初期値です。 シー
ケンスはこの数値から開始し、定義された増分値に従って
増分されます。 この数値は、Web-to-goクライアント上の
シーケンスの初期値とは異なる値にする必要があります。

サーバー側シーケン
スの増分値

Oracle8iデータベース上でシーケンスが初期値から始まっ
て増分される数値です。
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
「シーケンス」パネルで「新規」ボタンまたは「削除」ボタンをクリックすれば、シーケン
スをパネルに追加または削除できます。 

サーバー側シーケン
スの最小値

Oracle8iデータベース上の昇順シーケンスの最小の初期値
です。 たとえば、昇順シーケンスは 1で始まり、昇順に増
分します。

サーバー側シーケン
スの最大値

Oracle8iデータベース上の降順シーケンスの最大の初期値
です。 たとえば、降順シーケンスは -1で始まり、降順に減
分します。

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須
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パブリッシュ・ウィザードの使用方法
シーケンスのインポートシーケンスのインポートシーケンスのインポートシーケンスのインポート
Oracle8iデータベースからシーケンスをインポートするには、「インポート」ボタンをク
リックします。 「シーケンス」ウィンドウが表示されます。

インポートするシーケンスを選択し、「追加」をクリックしてから「閉じる」をクリックし
ます。 

シーケンスを編集するには、「シーケンス」パネルからシーケンスを選択し、「編集」をク
リックします。 「シーケンスの編集」ウィンドウが表示されます。
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シーケンスを編集するには、「シーケンスの編集」ウィンドウの次の機能を変更します。

機能機能機能機能 説明説明説明説明

名前 シーケンスの名前です。

SQLの生成 このチェックボックスが選択されていると、Oracle8iデー
タベース上にシーケンスを作成するオプションが使用可能
になります。 ユーザーが入力した情報を使用して SQLス
クリプトが作成され、Oracle Server上にシーケンスが作
成されます。

初期値 Oracle8iデータベース上のシーケンスの初期値です。

増分値 Oracle8iデータベース上でシーケンスが初期値から始まっ
て増分される数値です。

最小値 Oracle8iデータベース上の昇順シーケンスの最小の初期値
です。 たとえば、昇順シーケンスは 1で始まり、昇順に増
分できます。

最大値 Oracle8iデータベース上の降順シーケンスの最大の初期値
です。 たとえば、降順シーケンスは -1で始まり、降順に減
分できます。

クライアントで作成 このチェックボックスが選択されていると、Web-to-goク
ライアント上にシーケンスを作成するオプションが使用可
能になります。

タイプ Web-to-goクライアント上のシーケンスのタイプを定義し
ます。 オプションにはWINDOWシーケンスと
LEAPFROGシーケンスがあります。

初期値 Web-to-goクライアント上のシーケンスの初期値です。

増分値 Web-to-goクライアント上でシーケンスが初期値から始
まって増分される数値です。

Windowサイズ Web-to-goクライアント上のWINDOWシーケンスを構
成する数値の範囲です。 この情報は LEAPFROGシーケン
スでは使用されません。

しきい値 WINDOWシーケンスにおける、必須数値の最小範囲で
す。既存のシーケンスがこの範囲に達したときとクライア
ントがオフラインになったときに、Web-to-goは新しい
シーケンスを作成します。 この情報は LEAPFROGシーケ
ンスでは使用されません。
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アプリケーションのアプリケーションのアプリケーションのアプリケーションの DDLの定義の定義の定義の定義
「DDL」パネルは、Web-to-goアプリケーションが初めてオフラインに切り替えられたとき
に実行できる DDL（データ定義言語）文を定義するために使用します。 DDL文にはすべて
一意の名前が必要です。 これを行う 1つの方法は、DDL名の前にアプリケーション名を付け
て DDL名を変更することです。 アプリケーションをWeb-to-goサーバーにパブリッシュし
た後は、Web-to-goコントロール・センターを使用して、追加のDDL文を作成できます。 こ
のパネルに含まれるフィールドは次のとおりです。 

「DDL」パネルで「新規」ボタンまたは「削除」ボタンをクリックすると、DDLをパネルに
追加または削除できます。 「新規」ボタンをクリックすると「新規 DDL」ダイアログ・ボッ
クスが表示されます。

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須

名前 DDL名です。

DDL文 DDL文をWeb-to-goアプリケーションに定義します。 DDL
文は、Web-to-goアプリケーションがクライアントで実行さ
れたときに実行されます。
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ビューと索引のインポートビューと索引のインポートビューと索引のインポートビューと索引のインポート
Oracle8iデータベースからビューと索引をインポートするには、「インポート」ボタンをク
リックします。 「DDLのインポート」ウィンドウが表示されます。 

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須

名前 DDL名です。 X

SQL DDL文を定義します。 Web-to-goアプリケーションがクライ
アントで実行されたときに、これらの SQL文が実行されま
す。

X
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索引をインポートするには、「索引」タブをクリックしてから、索引のインポート元のス
キーマをクリックします。 インポートする索引を選択し、「追加」をクリックしてから「閉じ
る」をクリックします。

ビューをインポートするには、「ビュー」タブをクリックしてから、ビューのインポート元
のスキーマをクリックします。 インポートするビューを選択し、「追加」をクリックしてから
「閉じる」をクリックします。

レジストリでの名前と値のペアの定義レジストリでの名前と値のペアの定義レジストリでの名前と値のペアの定義レジストリでの名前と値のペアの定義
「レジストリ」パネルは、Web-to-goアプリケーションの名前と値のペアを定義するために
使用します。 レジストリには、Web-to-goの名前と値の一意のペアが含まれます。 名前はす
べて一意にする必要があります。 これを行う 1つの方法は、名前の前にアプリケーション名
を付けて名前を変更することです。 このパネルに含まれるフィールドは次のとおりです。 

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須

名前 名前です。 X

値 名前に対応する値です。 X
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「レジストリ」パネルで「新規」ボタンまたは「削除」ボタンをクリックすると、名前と値
のペアをパネルに追加または削除できます。

アプリケーションの完了アプリケーションの完了アプリケーションの完了アプリケーションの完了
パブリッシュ・ウィザードの全パネルを完了すると、次のオプションの含まれた「アプリ
ケーション定義が完了しました」ウィンドウが表示されます。

� ファイルの作成

� 現行のアプリケーションのパブリッシュ

� ウィザードの再起動

XMLファイルファイルファイルファイル
パブリッシュ・ウィザードは、アプリケーション情報のすべてを XMLファイルに自動的に
出力します。 パブリッシュ・ウィザードはローカル・マシン上で XMLファイルを保持しま
す。さらに、Web-to-goサーバーに XMLファイルをパブリッシュするオプションも提供し
ています。 XMLファイルをWeb-to-goサーバーにパブリッシュできるのは、サーバーが実
行されているときのみです。 パブリッシュ・ウィザードは、常にローカル・マシン上に
Web-to-goアプリケーションの XMLファイルを保持します。
5-34　Web-to-go インプリメンテーション・ガイド



パブリッシュ・ウィザードの使用方法
ファイルの作成ファイルの作成ファイルの作成ファイルの作成
「ファイルの作成」オプションを使用すると、アプリケーション・コンポーネントを .jar
ファイルにパッケージ化したり、データベース・オブジェクトを作成する SQLスクリプト
を生成できます。 アプリケーション・コンポーネントを .jarファイルにパッケージ化するに
は、「ファイルの作成」をクリックしてから「アプリケーションを JARファイルに含めま
す。」をクリックします。 SQLスクリプトを生成するには、「ファイルの作成」をクリックし
てから「データベース・オブジェクト用に SQLスクリプトを生成します。」をクリックしま
す。 .jarファイルの位置を指定できます。 生成されたスクリプトは、アプリケーションのロー
カル・ルート・ディレクトリの下の SQLサブディレクトリ内に入れられます。 SQLスクリ
プトは、サーバー側の表、シーケンスおよび DDLに関して指定した情報を使用します。こ
の SQLスクリプトをデータベースに対して実行して、これらのデータベース・オブジェク
トを作成できます。

アプリケーションのパブリッシュアプリケーションのパブリッシュアプリケーションのパブリッシュアプリケーションのパブリッシュ
「現行のアプリケーションのパブリッシュ」オプションを使用すると、パブリッシュ・ウィ
ザードで作成し定義したアプリケーションをパブリッシュできます。 Web-to-goアプリケー
ションをパブリッシュするには、「現行のアプリケーションをパブリッシュ」ボタンをク
リックしてから「OK」をクリックします。 「アプリケーションをパブリッシュします。」
ウィンドウが表示されます。
Web-to-goアプリケーションの配布 5-35



パブリッシュ・ウィザードの使用方法
「アプリケーションをパブリッシュします。」ウィンドウの各フィールドに必要な情報を入力
します。

 

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須

Web-to-goサーバーの
URL

サーバー名とポート番号を含む、Web-to-goサーバーの
URLです。 サーバー名とポート番号は、次の書式で指定し
ます。 

http://wtg server name/:port. ポート 80はデフォルト・
ポートです。 

X

Web-to-goのユーザー
名

Web-to-goユーザーの名前です。 X

Web-to-goのパスワー
ド

Web-to-goユーザーのパスワードです。 X

リポジトリのディレク
トリ

Web-to-goサーバー上のWeb-to-goリポジトリの場所で
す。 パブリッシュ・ウィザードはアプリケーション・ファ
イルをこのディレクトリにパブリッシュし、ローカル・ア
プリケーションのディレクトリ上でディレクトリ構造をメ
ンテナンスします。

X

注意注意注意注意 : アプリケーションをWeb-to-goサーバーにパブリッシュするには、
publish権限が必要です。 Web-to-go管理者はWeb-to-goコントロール・
センターを使用して権限を割り当てます。
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 パブリッシュ・ウィザードの再起動パブリッシュ・ウィザードの再起動パブリッシュ・ウィザードの再起動パブリッシュ・ウィザードの再起動
「ウィザードを再起動します」オプションを使用すると、パブリッシュ・ウィザードを再起
動できます。 このオプションを使用すると、パブリッシュ・ウィザードの「ようこそ」パネ
ルに戻ります。 パブリッシュ・ウィザードを再起動するには、「ウィザードを再起動します。」
をクリックしてから「OK」をクリックします。

アプリケーションの編集アプリケーションの編集アプリケーションの編集アプリケーションの編集
パブリッシュ・ウィザードを起動して「既存のアプリケーションを編集」を選択すると、ア
プリケーションを編集できます Web-to-goの DTDファイルに準拠する XML文書を作成ま
たは変更すると、アプリケーションを手動で作成または編集できますが、アプリケーション
の作成または変更ではパブリッシュ・ウィザードを使用することが最善の方法です。
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Web-to-goアプリケーションの管理アプリケーションの管理アプリケーションの管理アプリケーションの管理

この章では、Web-to-goアプリケーションの管理方法に関する情報を提供します。 内容は次
のとおりです。

� 概要

� アクセス制御リストの管理

� レプリケーションとスナップショットの管理

� クライアント・サイトの追跡

� Web-to-goコントロール・センターを使用したアプリケーションの管理
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概要
概要概要概要概要
Web-to-goアプリケーションを開発して配布した後は、Web-to-goコントロール・センター
を使用してアプリケーションを管理します。 Web-to-goコントロール・センターとは、
Web-to-goアプリケーションのユーザー固有およびアプリケーション固有のプロパティを設
定または変更できるWebアプリケーションです。 Web-to-goコントロール・センターを使用
する前に、次のことを理解しておく必要があります。

� アクセス制御リストの管理

� レプリケーションとスナップショットの管理

� クライアント・サイトの追跡

アクセス制御リストの管理アクセス制御リストの管理アクセス制御リストの管理アクセス制御リストの管理
アクセス制御リストにより、アプリケーションへのアクセス権を個々のユーザーまたはユー
ザー・グループに付与できます。 システム管理者はこのリストを使用して、どのユーザーま
たはグループがアプリケーションの実行ファイルおよびデータにアクセスできるかを決定し
ます。 また、ユーザーまたはユーザー・グループがアプリケーションに対して持つアクセス
権の種類も決定できます。

ロールの割当てロールの割当てロールの割当てロールの割当て
管理者はユーザーおよびユーザー・グループに対してロールを割り当てることで、ユーザー
のアプリケーション・アクセス権を決定します。 たとえば、サーバーに 3種類のアプリケー
ション（アプリケーション A、B、C）があり、ユーザーは 2人（Janeと John）でロールが
それぞれ異なるとします。 Janeは、2つのアプリケーションに関して担当者（employee）と
してのロールと開発者（developer）としてのロールをそれぞれ持っています。 Johnは、2つ
のアプリケーションに関して管理者（manager）としてのロールと担当者（employee）とし
てのロールをそれぞれ持っています。

注意注意注意注意 : Web-to-goコントロール・センターを使用する前に、Web-to-go
サーバーに接続する必要があります。

アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション ロールロールロールロール ユーザーユーザーユーザーユーザー

アプリケーション A employee Jane

アプリケーション A manager John

アプリケーション B employee John

アプリケーション C developer Jane
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レプリケーションとスナップショットの管理レプリケーションとスナップショットの管理レプリケーションとスナップショットの管理レプリケーションとスナップショットの管理
Web-to-goでは、クライアントはオフラインに切り替える前にアプリケーション・データの
ローカル・コピーをダウンロードできます。 ある瞬間の情報を捕えるため、データのローカ
ル・コピーは「スナップショット」と呼ばれます。 スナップショットはデータベース表全体
のコピー、または表の行のサブセットのコピーです。

ユーザーが初めてオンラインからオフラインに切り替えるとき、Web-to-goはクライアン
ト・マシン上にスナップショットを自動的に作成します。 その後ユーザーがオンラインまた
はオフラインに切り替えるたびに、Web-to-goはスナップショットの複雑さに応じて、ス
ナップショットを最新のデータでリフレッシュするか、または全体を再作成します。

スナップショットスナップショットスナップショットスナップショット
Web-to-goのスナップショットは読取り専用か更新可能のいずれかです。

読取り専用スナップショット読取り専用スナップショット読取り専用スナップショット読取り専用スナップショット
Web-to-goでは、読取り専用スナップショットは問合せ用にのみ使用されます。Web-to-go
は変更をマスター表にレプリケートし、変更のみをスナップショットに取得（プル）しま
す。 スナップショット自体は変更しません。

更新可能スナップショット更新可能スナップショット更新可能スナップショット更新可能スナップショット
更新可能スナップショットは、マスター表の更新可能コピーです。 更新可能スナップショッ
トは、マスター表全体の完全なコピーを含むように定義するか、マスター表の行のうち、値
による選択条件を満たす行のみを含むように定義します。 スナップショットには変更を加え
ることができ、この変更をWeb-to-goは元のマスター表へ伝播します。

単純スナップショットと複合スナップショット単純スナップショットと複合スナップショット単純スナップショットと複合スナップショット単純スナップショットと複合スナップショット
スナップショットは、問合せの内容により、単純か複合かのいずれかです。 単純スナップ
ショットは、1つのリモート表に基づきます。 複合スナップショットは単純スナップショッ
トとは異なり、通常、2つ以上のマスター表から導出されるもので、問合せには次のような
ものが含まれます。

� 特殊関数または集約関数

� GROUP BY句または CONNECT BY句

� 副問合せ

� 結合演算または集合演算

これらの項目は、単純スナップショットに対する問合せには含められません。
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更新可能スナップショットで完全リフレッシュ方式と高速リフレッシュ方式のどちらを使用
するかは、ユーザーの定義により決まります。 完全リフレッシュ方式では、リフレッシュの
たびにスナップショットが再作成されます。 高速リフレッシュ方式では、スナップショット
の既存のデータがリフレッシュされます。 一般に、スナップショットの定義が簡単になれば
なるほど、更新が早くなります。

データベース表の作成データベース表の作成データベース表の作成データベース表の作成
SQLコマンドの CREATE TABLEを使用すると、Oracle8iデータベースにレプリケーション
用の表を作成できます。 これには、SQL*Plusや Oracle8i Navigatorなどのツールを使用しま
す。 接続が切断されているクライアント上でデータをレプリケートする表は、すべて
PRIMARY KEY制約が指定されている必要があります。

スナップショット・ログの作成スナップショット・ログの作成スナップショット・ログの作成スナップショット・ログの作成
Web-to-goでは、効率的な高速リフレッシュ方式を使用して、スナップショットを自動的に
作成し更新しようとします。 この方式をサポートするには、マスター表のそれぞれにスナッ
プショット・ログを関連付ける必要があります。 マスター表にスナップショット・ログを作
成するには、パブリッシュ・ウィザードを使用してスナップショット・ログ作成用の SQL
スクリプトを生成できます（詳細は、第 5章「Web-to-goアプリケーションの配布」の「レ
プリケーション用スナップショットの定義」を参照してください）。 Oracle Enterprise 
Managerの Schema Managerアプリケーションや SQLコマンドの CREATE SNAPSHOT 
LOGを使用して、マスター表にスナップショット・ログを作成することもできます。 たとえ
ば、次のコマンドは、スキーマ SCOTT内の EMP表にスナップショット・ログを作成しま
す。

CREATE SNAPSHOT LOG ON SCOTT.EMP

スナップショット・ログは、元の表が含まれている Oracle8iデータベース内に作成する必要
があります。 マスター表に対して次のような権限がある場合は、スナップショット・ログを
別のスキーマ内に作成できます。

� CREATE ANY TABLE

� COMMENT ANY TABLE

� SELECT

注意注意注意注意 : 読取り専用スナップショットは、単純でも複合でもかまいません。 
更新可能スナップショットは、単純スナップショットのみです。
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マスター・レプリケーション・グループへの表の追加マスター・レプリケーション・グループへの表の追加マスター・レプリケーション・グループへの表の追加マスター・レプリケーション・グループへの表の追加
レプリケーション表はすべてマスター・レプリケーション・グループに割り当てる必要があ
ります。 Web-to-goのインストール中に、MASTER_GROUPというマスター・レプリケー
ション・グループが作成されます。  Oracle Replication Manager またはWeb-to-goのパブ
リッシュ・ウィザードを使用すると、このグループに表を追加したり、マスター・レプリ
ケーション・グループを新しく作成できます。 パブリッシュ・ウィザードを使用してマス
ター・レプリケーション・グループに表を追加する方法の詳細は、第 5章「Web-to-goアプ
リケーションの配布」の「レプリケーション用スナップショットの定義」を参照してくださ
い。 Oracle Replication Managerを使用してレプリケーション・グループに表を追加するに
は、次の手順を実行します。

1. Oracle Replication Managerをオープンし、「ファイル」を選択します。 「新規作成」次
いで「データベース接続」を選択します。 Administratorには REPADMINを、データ
ベースには webtogo.worldを入力します。

2. 「データベース接続」フォルダ内の「Webtogo」データベース接続をダブルクリックし
て、マスター・サイトのデータベースに接続します。 ユーザー repadminのデフォルト
のパスワードは「repadmin」です。

3. 構成フォルダを拡張し「マスター・グループ」をマウスの右ボタンでクリックします。 
既存のマスター・グループを選択するか、「新規マスター・グループの作成」を選択し
ます。 マスター・グループを新しく作成する場合は、マスター・グループの名前を「新
規マスター・グループの作成」ウィンドウに入力してから「作成」をクリックします。

4. 「オブジェクト」タブを選択し、レプリケーション用に設定するマスター表を追加しま
す。 たとえば、次のとおりです。

� 「追加」をクリックします。

� ユーザーMASTERが所有する表を追加するには、ドロップダウン・リストからス
キーマMASTERを選択します。

� 表を選択してから「追加」をクリックします。

� 「クローズ」をクリックします。

� マスター・グループに変更を加えるには、「適用」を選択します。

� 新しく追加された表にレプリケーション・サポートを生成するように求められた
ら、「OK」をクリックします。

� 「クローズ」をクリックします。

詳細は、Oracle8i Serverのレプリケーションのドキュメントを参照してください。
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レプリケーションとスナップショットの管理
パブリッシュ・ウィザードを使用したスナップショットの定義パブリッシュ・ウィザードを使用したスナップショットの定義パブリッシュ・ウィザードを使用したスナップショットの定義パブリッシュ・ウィザードを使用したスナップショットの定義
Web-to-goクライアント上にレプリケートする表のそれぞれにスナップショット定義を作成
するには、パブリッシュ・ウィザードを使用する必要があります。

スナップショット定義にはスナップショット名と SQL問合せが含まれます。Web-to-goは、
このスナップショット名と同じ名前のベース表をローカルの Oracle Liteデータベース内に
作成します。 ベース表の列は、SQL問合せにより返される列に対応します。次に、
Web-to-goはマスター・データベースに対して実行した SQL問合せにより返された行を表
に挿入します。

例例例例 : 単純スナップショットの問合せ単純スナップショットの問合せ単純スナップショットの問合せ単純スナップショットの問合せ
単純な問合せを使用して、スナップショットの基本的なサブセットを作成できます。 たとえ
ば、営業担当者が顧客情報を含むマスター表の一部を表示するとします。 これを行うには、
営業担当者は SELECT文にWHERE句を追加して、19555という郵便番号を持つ顧客のみを
問い合せます。

SELECT * FROM SALES.CUSTOMERS WHERE ZIP = 19555;

例例例例 : 高度なスナップショットの問合せ高度なスナップショットの問合せ高度なスナップショットの問合せ高度なスナップショットの問合せ
スナップショットを定義する問合せに副問合せを使用して、より高度なサブセットを作成す
ることもできます。 スナップショットを定義する問合せに、複数の表を参照する副問合せを
指定して、スナップショットのマスター表の行をフィルタ処理できます。

たとえば、営業担当者は自分の担当区域内の顧客に対応する注文情報にアクセスできるス
ナップショットが必要になったとします。 この担当者は SELECT文にWHERE EXISTS句と
WHERE句を追加します。 この 2つの句では、副問合せを使用して、CUSTOMERS表の郵便
番号の列を参照するスナップショットを ORDERSマスター表に対して定義します。

SELECT * FROM sales.orders o
WHERE EXISTS
( SELECT c_id FROM sales.customers c
WHERE o.c_id = c.c_id AND zip = 19555);

このスナップショットは、スナップショットの選択条件に一致する郵便番号列値を持つ顧客
の全注文を、スナップショットのベース表に移入します。

スナップショットのテンプレートスナップショットのテンプレートスナップショットのテンプレートスナップショットのテンプレート
スナップショットはアプリケーションを基にしています。 オフラインに切り替えるクライア
ントは、すべて同一のスナップショット定義を使用します。 この結果、すべてのクライアン
トが同じアプリケーション・データをダウンロードすることになります。 場合によっては、
アプリケーションがダウンロードするデータを各ユーザーごとに指定することがあります。 
スナップショット・テンプレートを使用すると、これが可能です。 
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レプリケーションとスナップショットの管理
スナップショット・テンプレートは、テンプレート変数が含まれている SQL問合せです。 テ
ンプレート変数は、コロン（:）とその後に続く識別子名です。たとえば、次のように指定し
ます。

:var1

Web-to-goがクライアント・マシン上にスナップショットを作成するときに、この変数が
ユーザー固有の値に置き換えられます。 ユーザーごとに異なる値を指定すると、問合せによ
り返される行の数を制御できます。 

スナップショット・テンプレートの指定にはパブリッシュ・ウィザードを使用できます。ス
ナップショット定義を作成するときと同じ方法で使用します。 詳細は、第 5章「Web-to-go
アプリケーションの配布」の「レプリケーション用スナップショットの定義」を参照してく
ださい。 

スナップショット変数を文字列の一部に含めることはできないので、変数を一重の引用符
（'）で囲まないでください。 テンプレート変数の値として文字列を指定する場合は、文字列
自体を一重引用符で囲む必要があります。 テンプレート変数の値は、Web-to-goコントロー
ル・センターを使用して指定します。 テンプレート変数には、特殊な値が 2つあります。 一
重引用符により囲まれるWeb-to-goユーザー名に評価される $name$と、Web-to-goユー
ザー IDに評価される $id$です。

スナップショット・テンプレートの例スナップショット・テンプレートの例スナップショット・テンプレートの例スナップショット・テンプレートの例
テンプレート : select * from emp where deptno = :dno

テンプレート : select * from emp where ename = :ename

Web-to-goコントロール・センターを使用したスナップショット値の指定コントロール・センターを使用したスナップショット値の指定コントロール・センターを使用したスナップショット値の指定コントロール・センターを使用したスナップショット値の指定
スナップショット・テンプレートの値は、Web-to-goコントロール・センターを使用して指
定できます。

ユーザーユーザーユーザーユーザー 値値値値 問合せ問合せ問合せ問合せ

John 10 select * from emp where deptno = 10

Jane 20 select * from emp where deptno = 20

ユーザーユーザーユーザーユーザー 値値値値 問合せ問合せ問合せ問合せ

john 'KING' select * from emp where ename = 'KING'

jack $name$ select * from emp where ename = 'JACK'
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クライアント・サイトの追跡
クライアント・サイトの追跡クライアント・サイトの追跡クライアント・サイトの追跡クライアント・サイトの追跡
Web-to-goクライアントは、1人または複数のユーザーにより使用されるラップトップまた
は PCなどの物理的なマシンです。Web-to-goは、Web-to-goクライアント上にそれぞれの
ユーザー用のデータベースを作成します。 このデータベースはサイトと呼ばれます。 1つの
Web-to-goクライアントに複数のサイトを含められますが、サイトは 1人のユーザーに 1つ
のみ可能です。 ユーザーは、異なるWeb-to-goクライアント上に複数のサイトを所有できま
す。 

Web-to-go管理者は、Web-to-goコントロール・センターを使用してサイトを追跡し管理で
きます。Web-to-goは、クライアントの同期化中にサイトのプロパティを自動収集します。 
管理者は、Web-to-goコントロール・センターを使用して次のようなサイト・プロパティを
表示できます。

プロパティプロパティプロパティプロパティ 説明説明説明説明

ユーザー名 サイト・ユーザー名です。

ホスト名 サイトのホスト名です。 たとえば、次のとおりです。

host_machine.domain

最終モード サイトの最終モードです。 最終モードは、オンラインまたは
オフラインです。

作成日 サイトが作成された日付です。

最終同期日 サイトが最後に同期化された日付です。

サイト ODB ID Oracle Liteの内部識別子です。

クライアント ODB ID Web-to-goクライアントの Oracle Liteデータベースの識別子
です。 

クライアントのオペレーティ
ング・システム、
バージョン、アーキテクチャ

Web-to-goクライアントのオペレーティング・システム、
バージョンおよびアーキテクチャです。 たとえば、次のとお
りです。

Windows NT 4.0 x86

クライアントの Javaバー
ジョン

Web-to-goクライアントの Javaのバージョンです。

Web-to-goのバージョン Web-to-goのバージョンです。
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クライアント・サイトの追跡
サイトのスナップショット・ログの消去サイトのスナップショット・ログの消去サイトのスナップショット・ログの消去サイトのスナップショット・ログの消去
Oracle8iでは、スナップショット・ログを使用して、マスター表に対するすべてのスナップ
ショット変更を追跡します。  消去済のスナップショットは Oracle8iスナップショット・ログ
に登録されたまま残る可能性があり、これがシステムの負荷となってパフォーマンスが低下
する恐れがあります。 たとえば、Web-to-goクライアントには、もう使用されていないサイ
トを含む複数のサイトが含まれている可能性があります。 管理者は、Web-to-goクライアン
ト上の他のサイトに影響を与えずに、サイトのスナップショット・サブスクリプションを消
去できます。

 

サーバーのランタイム・レポートサーバーのランタイム・レポートサーバーのランタイム・レポートサーバーのランタイム・レポート
Web-to-goコントロール・センターを使用して、Web-to-goサーバーに関する次のようなス
テータス・サマリー・レポートを生成できます。

注意注意注意注意 : ユーザー・サイトのスナップショット・サブスクリプションが削
除されても、ユーザーはレプリケーションを実行できます。 ユーザーを使
用禁止にするには、管理者はそのユーザーをシステムから削除するか、
ユーザーのパスワードを変更する必要があります。

トピックトピックトピックトピック 定義定義定義定義

Web-to-goのバージョン Web-to-goのバージョンです。

開始時刻 Web-to-goが開始された時刻です。

サーバー構成

構成 Web-to-goサーバーのタイプです。 次のオプションが含まれ
ます。

� Oracle Application Server（OAS）

� Apache HTTP Server

� Web-to-goスタンドアロン

リポジトリ

データベースの URL Web-to-goリポジトリ・データベースの URLです。 たとえ
ば、次のとおりです。

jdbc:oracle:thin:@machine_name:1521:ORCL0

Net8サービス名 Web-to-goリポジトリ・データベースの Net8サービス名で
す。 たとえば、次のとおりです。

webtogo.world
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Web-to-goコントロール・センターを使用したアプリケーションの管理
Web-to-goコントロール・センターを使用したアプリケーショコントロール・センターを使用したアプリケーショコントロール・センターを使用したアプリケーショコントロール・センターを使用したアプリケーショ
ンの管理ンの管理ンの管理ンの管理

Web-to-goコントロール・センターはブラウザ内で実行されるWebベースのアプリケー
ションで、これを使用するとWeb-to-goアプリケーションの管理が容易になります。

ログオンログオンログオンログオン
Web-to-goアプリケーションを管理するには、システム管理者としてログオンします。 「ロ
グオン」ページにユーザー名「administrator」とパスワード「admin」を入力し、「ログオ
ン」をクリックします。

データベース所有者 Web-to-goリポジトリ・データベースの所有者です。 たとえ
ば、次のとおりです。

Mobileadmin

アプリケーション

データベースの URL Web-to-goアプリケーション・データベースの URLです。 た
とえば、次のとおりです。

jdbc:oracle:thin:@machine_name:1521:ORCL0

Net8サービス名 Web-to-goアプリケーション・データベースの Net8サービ
ス名です。 たとえば、次のとおりです。

wtgapps.world

アプレットの JDBC接続 Web-to-goのアプレットの JDBC接続です。 これは、直接、
またはWeb-to-goを使用して行われます。

利用可能なメモリー サーバー上で使用できるメモリーです。

オペレーティング・システム サーバーのオペレーティング・システムです。 たとえば、次
のとおりです。

Windows NT 4.0 x86

Javaランタイム環境 Javaのバージョンです。 たとえば、次のとおりです。 

Java 1.1.8

トピックトピックトピックトピック 定義定義定義定義
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Web-to-goコントロール・センターを使用したアプリケーションの管理
Web-to-goワークスペースが「Control Center」アイコンとともに表示されます。 「Control 
Center」アイコンまたは「Control Center」リンクをクリックします。
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Web-to-goコントロール・センターを使用したアプリケーションの管理
Web-to-goコントロール・センターが表示されます。

コントロール・センターの概要コントロール・センターの概要コントロール・センターの概要コントロール・センターの概要
コントロール・センターは、上部フレーム（機能タブ）、左のフレーム（検索オプション）
および右のフレーム（管理タスク）に分かれています。 上部フレームには次の機能タブが含
まれています。

� アプリケーション

� ユーザー

� サイト

� サーバー

� ヘルプ

機能タブ機能タブ機能タブ機能タブ
機能タブは常に表示されているタブで、ここから管理タスクを実行したり、ヘルプ・ドキュ
メントにアクセスできます。 上部のフレームには、どのタブを選択するかにより、タブごと
に色の異なるバーも含まれています。 「ヘルプ」タブからはヘルプ・ドキュメントのブラウ
ザ・ウィンドウが別に起動されます。
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Web-to-goコントロール・センターを使用したアプリケーションの管理
検索オプション検索オプション検索オプション検索オプション
左のフレームには、選択するタブに応じて、次の検索オプションが含まれます。

� アプリケーション名

� アプリケーションの仮想パス

� ユーザー

� ユーザー・グループ

� サイトのホスト名

� サイトのユーザー名

検索フィールドに何も指定しないと、全ユーザー、全ユーザー・グループまたは全アプリ
ケーションを検索できます。 サイトは、ホスト名またはユーザー名ごとに検索できます。 簡
単にナビゲートできるように、左のフレームの上部にある図形で、現在選択されているタブ
が示されます。

管理タスク管理タスク管理タスク管理タスク --右のフレーム右のフレーム右のフレーム右のフレーム
右のフレームには、実行した検索または変更の結果が表示されます。 Web-to-go管理タスク
を実行することもできます。
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Web-to-goコントロール・センターを使用したアプリケーションの管理
Web-to-goの管理タスクの管理タスクの管理タスクの管理タスク
コントロール・センターの機能タブで、Web-to-goの管理タスクを実行できます。 必要な
Web-to-go管理タスクを実行するには、該当する機能タブをクリックします。

「アプリケーション」タブ「アプリケーション」タブ「アプリケーション」タブ「アプリケーション」タブ
「アプリケーション」タブは次の目的に使用します。

� ユーザーまたはグループに対するアプリケーション・アクセス権の付与または取消し

� ユーザーに対するアプリケーション・ロールの付与または取消し

� グループ・レベル・アクセスでのユーザーの包含と除外

� グループに対するアプリケーション・ロールの付与または取消し

� スナップショット・テンプレートの変更
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Web-to-goコントロール・センターを使用したアプリケーションの管理
� レジストリ・エントリの変更

� アプリケーション・プロパティの変更

� Web-to-goからのアプリケーションの削除

� アプリケーションの一時停止

� Web-to-goリポジトリへのアプリケーションのアップロード

� システム・ブックマークの作成

「ユーザー」タブ「ユーザー」タブ「ユーザー」タブ「ユーザー」タブ
「ユーザー」タブは次の目的に使用します。

� ユーザーの作成

� ユーザーの変更または削除

� グループの作成

� グループの変更または削除

「サイト」タブ「サイト」タブ「サイト」タブ「サイト」タブ
「サイト」タブは次の目的に使用します。

� サイト詳細のリスト

� サイト詳細の表示

� Web-to-goからのサイトの消去

「サーバー」タブ「サーバー」タブ「サーバー」タブ「サーバー」タブ
「サーバー」タブは次の目的に使用します。

� サーバーのシステム・ステータス・レポートの表示

� サーバーの一時停止

� サーバーの再開

ユーザーの作成ユーザーの作成ユーザーの作成ユーザーの作成
Web-to-goの新規ユーザーを作成できます。 ユーザーを作成するには「ユーザー」タブをク
リックしてから、コントロール・センターの左フレームにある「ユーザーの作成」をクリッ
クします。 次のフィールドが右のフレームに表示されます。
Web-to-goアプリケーションの管理 6-15



Web-to-goコントロール・センターを使用したアプリケーションの管理
必須情報を入力し「保存」をクリックします。 コントロール・センターは、ユーザーのサイ
トなどの保存済情報を表示します。 ユーザーにはまだサイトがないため、コントロール・セ
ンターは、Web-to-goサイトが見つからなかったというメッセージを表示します。

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須

フルネーム Web-to-goユーザーの一意のフルネームです。 X

ユーザー名 ユーザーがWeb-to-goセッションを開始するために入力する
Web-to-goログオン名です。

X

パスワード ユーザーのパスワードです。 パスワードには、Oracleデータ
ベース・キャラクタ・セットのシングルバイト文字しか指定
できません（キャラクタ・セットにマルチバイト文字が含ま
れている場合も同様です）。

X

パスワードの確認
入力

ユーザーのパスワードです。 X

システム権限 ユーザーが使用できるWeb-to-go権限のドロップダウン・リ
ストです。 各ユーザーに割り当てるシステム権限を次の中か
ら 1つのみ選択できます。

� Connect　ユーザーはWeb-to-goに接続できます。

� Administration　ユーザーはWeb-to-goリソースを変更
できます。

� Publish　ユーザーはアプリケーションをパブリッシュ
できます。

X

注意注意注意注意 : ユーザー名に含められるのはシングルバイト文字のみです。 
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ユーザーの変更または削除ユーザーの変更または削除ユーザーの変更または削除ユーザーの変更または削除
ユーザーを変更または削除するには、「ユーザー」タブをクリックします。 左側のフレームの
「ユーザー」を選択します。 「検索」フィールドに検索条件を入力して「実行」をクリックし
ます。 右のフレームにユーザーのリストが表示されます。 変更または削除するユーザーをク
リックします。 そのユーザーの情報が次のフィールドに表示されます。

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須

フルネーム Web-to-goユーザーの一意のフルネームです。 X

ユーザー名 ユーザーがWeb-to-goセッションを開始するために入力する
Web-to-goログオン名です。

X

パスワード ユーザーのパスワードです。 パスワードには、Oracleデータ
ベース・キャラクタ・セットのシングルバイト文字しか指定
できません（キャラクタ・セットにマルチバイト文字が含ま
れている場合も同様です）。

X

パスワードの確認
入力

ユーザーのパスワードです。 X
Web-to-goアプリケーションの管理 6-17



Web-to-goコントロール・センターを使用したアプリケーションの管理
ユーザーの変更ユーザーの変更ユーザーの変更ユーザーの変更
ユーザーを変更するには、以上のフィールドのいずれかを変更して「保存」をクリックしま
す。 ユーザーのパスワードを変更した場合は、「パスワードの確認入力」フィールドも同様に
変更する必要があります。

ユーザーの削除ユーザーの削除ユーザーの削除ユーザーの削除
Web-to-goから ユーザーを削除するには、「削除」をクリックします。 ユーザーを削除する
と、Web-to-goサーバーはこのユーザーに対するアプリケーション、スナップショット・テ
ンプレート変数およびレジストリ変数への参照をすべて削除します。 

ユーザー・サイトの表示ユーザー・サイトの表示ユーザー・サイトの表示ユーザー・サイトの表示
ユーザー・サイトは、見出し「Web-to-goサイト」の下にリストされます。 選択したサイト
に関する情報を表示するには、「詳細」をクリックします。 サイトとサイトのスナップショッ
ト登録を削除するには、「消去」をクリックします。

システム権限 ユーザーが使用できるWeb-to-go権限のドロップダウン・リ
ストです。 各ユーザーに割り当てるシステム権限を次の中か
ら 1つのみ選択できます。

� Connect。ユーザーはWeb-to-goに接続できます。

� Administration。ユーザーはWeb-to-goリソースを変更
できます。

� Publish。ユーザーはアプリケーションをパブリッシュ
できます。

X

注意注意注意注意 : 「名前」または「フルネーム」ラベルをクリックすると、ユーザー
のリストを名前またはフルネームごとに検索できます。

注意注意注意注意 : ユーザーの権限を「なし」に設定すると、このユーザーは
Web-to-goを使用できません。 これによりこのユーザーはシステムに接続
できなくなりますが、アクセス制御リストとユーザー・グループにはこの
ユーザーの情報がそのまま残ります。

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須
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グループの作成グループの作成グループの作成グループの作成
グループを作成すると、複数ユーザーからのWeb-to-goアプリケーションへのアクセスを同
時に制御できます。 グループを作成するには「ユーザー」タブをクリックしてから、コント
ロール・センターの左フレームにある「ユーザー・グループの作成」をクリックします。 次
の要素が右のフレームに表示されます。

要素要素要素要素 説明説明説明説明 必須必須必須必須

グループ名 グループの名前です。 X

システム内の各ユーザーごとに次の項目が表示されます。 

ユーザー名 ユーザーの名前です。

フルネーム 姓と名を含むユーザーのフルネームです。

グループに追加 このチェックボックスが選択されていると、ユーザーはグ
ループに含まれています。
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「グループ名」フィールドに新規グループの名前を入力します。 グループに含めるユーザーの
隣にあるチェックボックスを選択し、「保存」をクリックします。 使用可能ユーザーをすべて
グループに含めるには、「すべて選択」をクリックしてから「保存」をクリックします。

グループの変更または削除グループの変更または削除グループの変更または削除グループの変更または削除
グループを変更または削除するには「ユーザー」タブをクリックしてから、左フレームにあ
る「ユーザー・グループ」をクリックします。 「検索」フィールドに検索条件を入力して
「実行」をクリックします。 右のフレームにグループのリストが表示されます。 変更または削
除するグループをクリックします。 グループの情報が次のフィールドに表示されます。

要素要素要素要素 説明説明説明説明 必須必須必須必須

グループ名 グループの名前です。 X

システム内の各ユーザーごとに次の項目が表示されます。 

ユーザー名 ユーザーの名前です。
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グループへのユーザーの追加グループへのユーザーの追加グループへのユーザーの追加グループへのユーザーの追加
グループにユーザーを追加するには、追加するユーザーの隣にある「グループに追加」
チェックボックスを選択し、「保存」をクリックします。

グループからのユーザーの削除グループからのユーザーの削除グループからのユーザーの削除グループからのユーザーの削除
グループからユーザーを削除するには、削除するユーザーの隣にある「グループに追加」
チェックボックスの選択を解除します。 「保存」をクリックします。

グループの削除グループの削除グループの削除グループの削除
Web-to-goからグループを削除するには、「削除」をクリックします。 グループを削除する
と、Web-to-goサーバーはこのグループからのアプリケーションへの参照をすべて削除しま
す。

フルネーム 姓と名を含むユーザーのフルネームです。

グループに追加 このチェックボックスが選択されていると、ユーザーはグ
ループに含まれています。 このチェックボックスが選択され
ていない場合、ユーザーはグループに含まれていません。

要素要素要素要素 説明説明説明説明 必須必須必須必須
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ユーザーまたはグループに対するアプリケーション・アクセス権の付与まユーザーまたはグループに対するアプリケーション・アクセス権の付与まユーザーまたはグループに対するアプリケーション・アクセス権の付与まユーザーまたはグループに対するアプリケーション・アクセス権の付与ま
たは取消したは取消したは取消したは取消し

Web-to-goでは、特定のアプリケーションに対してユーザーまたはグループのアクセス権を
付与または取り消すことができます。 この作業を実行するには、「アプリケーション」タブを
クリックしてから、左フレームにある「名前を指定して検索」または「仮想パスを指定して
検索」をクリックします。 「検索」フィールドに検索条件を入力して「実行」をクリックし
ます。 右のフレームにアプリケーションのリストが表示されます。 変更するアプリケーショ
ンをクリックします。 次のオプションが左側のフレームに表示されます。

� プロパティ

� スナップショット

� レジストリ

� セキュリティ

「セキュリティ」をクリックします。 ユーザーおよびグループのリストが表示されます。

ユーザーに対するアプリケーション・アクセス権の付与ユーザーに対するアプリケーション・アクセス権の付与ユーザーに対するアプリケーション・アクセス権の付与ユーザーに対するアプリケーション・アクセス権の付与
ユーザーにアプリケーション・アクセス権を付与するには、ユーザーの隣にある「アクセ
ス」チェックボックスをクリックしてから「保存」をクリックします。 リスト内の全ユー
ザーにアクセス権を付与するには、「すべて選択」をクリックしてから「保存」をクリック
します。

ユーザーのアプリケーション・アクセス権の取消しユーザーのアプリケーション・アクセス権の取消しユーザーのアプリケーション・アクセス権の取消しユーザーのアプリケーション・アクセス権の取消し
ユーザーのアプリケーション・アクセス権を取り消すには、ユーザーの隣にある「アクセ
ス」チェックボックスの選択を解除してから「保存」をクリックします。

グループに対するアプリケーション・アクセス権の付与グループに対するアプリケーション・アクセス権の付与グループに対するアプリケーション・アクセス権の付与グループに対するアプリケーション・アクセス権の付与
グループにアプリケーション・アクセス権を付与するには、グループの隣にある「アクセ
ス」チェックボックスをクリックしてから「保存」をクリックします。 リスト内の全グルー
プにアクセス権を付与するには、「すべて選択」をクリックしてから「保存」をクリックし
ます。

グループのアプリケーション・アクセス権の取消しグループのアプリケーション・アクセス権の取消しグループのアプリケーション・アクセス権の取消しグループのアプリケーション・アクセス権の取消し
グループのアプリケーション・アクセス権を取り消すには、「アクセス」チェックボックス
の選択を解除してから「保存」をクリックします。
6-22　Web-to-go インプリメンテーション・ガイド



Web-to-goコントロール・センターを使用したアプリケーションの管理
グループ・レベル・アクセスでのユーザーの包含と除外グループ・レベル・アクセスでのユーザーの包含と除外グループ・レベル・アクセスでのユーザーの包含と除外グループ・レベル・アクセスでのユーザーの包含と除外
ユーザーを包含または除外することにより、アプリケーションへのグループ・レベルのアク
セス権を変更できます。 この作業を実行するには、「アプリケーション」タブをクリックして
から、左フレームにある「名前を指定して検索」または「仮想パスを指定して検索」をク
リックします。 「検索」フィールドに検索条件を入力して「実行」をクリックします。 右の

注意注意注意注意 : グループ全体にアプリケーションへのアクセス権を付与すると、
そのグループ内の各ユーザーにアプリケーションへのアクセス権が付与さ
れます。 ただし、特定のユーザーがアプリケーションにアクセスしないよ
うに、グループからユーザーを削除せずに除外できます。 詳細は、「グルー
プ・レベル・アクセスでのユーザーの包含と除外」を参照してください。 
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フレームにアプリケーションのリストが表示されます。 変更するアプリケーションをクリッ
クします。 次のオプションが左側のフレームに表示されます。

� プロパティ

� スナップショット

� レジストリ

� セキュリティ

「セキュリティ」をクリックします。 右のフレームにユーザーおよびグループのリストが表示
されます。

グループ・レベル・アクセスへのユーザーの包含グループ・レベル・アクセスへのユーザーの包含グループ・レベル・アクセスへのユーザーの包含グループ・レベル・アクセスへのユーザーの包含
グループ内のユーザーにアクセス権を付与するには、ユーザーの隣にあるチェックボックス
をクリックしてから「保存」をクリックします。

グループ・レベル・アクセスからのユーザーの除外グループ・レベル・アクセスからのユーザーの除外グループ・レベル・アクセスからのユーザーの除外グループ・レベル・アクセスからのユーザーの除外
グループ内のユーザーのアプリケーション・アクセス権を取り消すには、該当するユーザー
の隣にあるチェックボックスの選択を削除してから「保存」をクリックします。

ユーザーに対するアプリケーション・ロールの付与または取消しユーザーに対するアプリケーション・ロールの付与または取消しユーザーに対するアプリケーション・ロールの付与または取消しユーザーに対するアプリケーション・ロールの付与または取消し
ユーザーまたはグループにアプリケーション・ロールを付与するまたは取り消すには、「ア
プリケーション」タブをクリックしてから、左フレームにある「名前を指定して検索」また
は「仮想パスを指定して検索」をクリックします。 「検索」フィールドに検索条件を入力し
て「実行」をクリックします。 右のフレームにアプリケーションのリストが表示されます。 
変更するアプリケーションをクリックします。 次のオプションが左側のフレームに表示され
ます。

� プロパティ

� スナップショット

� レジストリ

� セキュリティ

「セキュリティ」をクリックします。 ユーザーおよびグループのリストが表示されます。

ユーザーへのロールの付与ユーザーへのロールの付与ユーザーへのロールの付与ユーザーへのロールの付与
ユーザーにロールを付与するには、ユーザー名の隣の「編集」リンクをクリックします。 そ
のユーザーが使用可能なロールのリストが表示されます。
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ユーザーに付与するロールの隣の「付与」チェックボックスを選択します。 「保存」をク
リックします。

ユーザーのロールの取消しユーザーのロールの取消しユーザーのロールの取消しユーザーのロールの取消し
ユーザーのロールを取り消すには、ロールの隣にあるチェックボックスの選択を解除しま
す。 「保存」をクリックします。

注意注意注意注意 : ユーザーの使用可能ロールのリストにアクセスできるのは、その
ユーザーにアプリケーション・アクセス権が付与されている場合のみで
す。 アプリケーション・アクセス権がない場合は、「編集」リンクをクリッ
クするとWeb-to-goがエラー・メッセージを返します。
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グループに対するアプリケーション・ロールの付与または取消しグループに対するアプリケーション・ロールの付与または取消しグループに対するアプリケーション・ロールの付与または取消しグループに対するアプリケーション・ロールの付与または取消し
アプリケーションのグループにロールを付与または取り消すことにより、アプリケーション
のグループを変更できます。 この作業を実行するには、「アプリケーション」タブをクリック
してから、左フレームにある「名前を指定して検索」または「仮想パスを指定して検索」を
クリックします。 「検索」フィールドに検索条件を入力して「実行」をクリックします。 右
のフレームにアプリケーションのリストが表示されます。 変更するアプリケーションをク
リックします。 次のオプションが左側のフレームに表示されます。

� プロパティ

� スナップショット

� レジストリ

� セキュリティ
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「セキュリティ」をクリックします。 右のフレームにユーザーおよびグループのリストが表示
されます。

グループへのロールの付与グループへのロールの付与グループへのロールの付与グループへのロールの付与
グループにロールを付与するには、グループ名の隣の「編集」リンクをクリックします。 そ
のグループが使用可能なロールのリストが表示されます。

グループに付与するロールの隣の「付与」チェックボックスを選択します。 「保存」をク
リックします。

グループのロールの取消しグループのロールの取消しグループのロールの取消しグループのロールの取消し
グループのロールを取り消すには、ロールの隣にあるチェックボックスの選択を削除しま
す。 「保存」をクリックします。

注意注意注意注意 : グループの使用可能ロールのリストにアクセスできるのは、その
グループにアプリケーション・アクセス権が付与されている場合のみで
す。アプリケーション・アクセス権がない場合は、「編集」リンクをク
リックするとWeb-to-goがエラー・メッセージを返します。
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スナップショット・テンプレートの変更スナップショット・テンプレートの変更スナップショット・テンプレートの変更スナップショット・テンプレートの変更
Web-to-goアプリケーションには、変更可能なテンプレートを持つスナップショットが含ま
れています。 このスナップショット・テンプレートは、Web-to-goアプリケーションに割り
当てられている個別ユーザーごとに変更できます。 この作業を実行するには、「アプリケー
ション」タブをクリックしてから、左フレームにある「名前を指定して検索」または「仮想
パスを指定して検索」をクリックします。 「検索」フィールドに検索条件を入力して「実行」
をクリックします。 右のフレームにアプリケーションのリストが表示されます。 変更するス
ナップショット・テンプレートを含むアプリケーションをクリックします。 次のオプション
が左側のフレームに表示されます。

� プロパティ

� スナップショット
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� レジストリ

� セキュリティ

「スナップショット」をクリックします。 スナップショットのリストが表示されます。 変更す
るテンプレート変数を含むスナップショットをクリックします。 アプリケーション・ユー
ザーのリストが表示されます。 このアプリケーションへのアクセス権が付与されているユー
ザーまたはグループがない場合は、Web-to-goがエラー・メッセージを生成します。 スナッ
プショット・テンプレート変数を変更する対象ユーザーをクリックします。 次の情報が右の
フレームに表示されます。

テンプレートの新しい値を入力し「保存」をクリックします。

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須

アプリケーション アプリケーション名です。 これは変更できません。

スナップショット スナップショットの名前です。 これは変更できません。

ユーザー ユーザーの名前です。 これは変更できません。

テンプレート スナップショット・テンプレートの SQL文です。 これは変更
できません。
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レジストリ・エントリの変更レジストリ・エントリの変更レジストリ・エントリの変更レジストリ・エントリの変更
Web-to-goアプリケーション・ユーザーのレジストリ・エントリを変更できます。 レジスト
リには、変更可能なユーザー用レジストリ・エントリが含まれています。 この作業を実行す
るには、「アプリケーション」タブをクリックしてから、左フレームにある「名前を指定し
て検索」または「仮想パスを指定して検索」をクリックします。 「検索」フィールドに検索
条件を入力して「実行」をクリックします。 右のフレームにアプリケーションのリストが表
示されます。 変更するユーザーの名前と値のペアを含むアプリケーションをクリックします。 
次のオプションが左側のフレームに表示されます。

� プロパティ

� スナップショット

� レジストリ

� セキュリティ
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「レジストリ」をクリックします。 そのWeb-to-goアプリケーションに関連付けられている
レジストリ・エントリのリストが表示されます。 変更するレジストリ・エントリをクリック
します。 次の情報が右のフレームに表示されます。

ユーザーの名前と値のペアを変更するには、「更新値」フィールドに新しい値を入力し「保
存」をクリックします。

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須

アプリケーション名 アプリケーション名です。 これは変更できません。 X

ユーザー アプリケーション・ユーザーです。 これは変更できません。 X

レジストリ名 レジストリの名前です。 これは変更できません。 X

デフォルト値 レジストリのデフォルト値です。 これは変更できません。 X

更新値 デフォルト値を変更するためのフィールドです。
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アプリケーション・プロパティの変更アプリケーション・プロパティの変更アプリケーション・プロパティの変更アプリケーション・プロパティの変更
Web-to-goアプリケーションのプロパティ（アプリケーションの名前、説明、データベース
への接続など）は変更できます。 この作業を実行するには、「アプリケーション」タブをク
リックしてから、左フレームにある「名前を指定して検索」または「仮想パスを指定して検
索」をクリックします。 「検索」フィールドに検索条件を入力して「実行」をクリックしま
す。 右のフレームにアプリケーションのリストが表示されます。 変更するアプリケーション
をクリックします。 次のオプションが左側のフレームに表示されます。

� プロパティ

� スナップショット

� レジストリ

� セキュリティ

「プロパティ」をクリックします。 次の情報が右のフレームに表示されます。

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須

アプリケーション名 アプリケーションの名前です。 X

アプリケーションの仮想パ
ス

アプリケーションの仮想パスです。 これは変更できま
せん。

X

アプリケーション・アイコ
ン

ワークスペースに表示されるアプリケーションのアイ
コンです。 これは変更できません。

X

アプリケーションの説明 アプリケーションの説明です。 X

アプリケーションのモード このアプリケーションが実行中か一時停止中かを示し
ます。

最大データベース接続数 アプリケーションがサポートする Oracleデータベース
への接続数です。

X

共有接続 これを選択すると、アプリケーションの接続ユーザー
間でデータベース接続を共有できます。 選択しない場
合、ユーザーはアプリケーションに現在割り当てられ
ている接続ごとに 5秒間待機する必要があります。

データベース・ユーザー名 アプリケーションが Oracleデータベースへの接続に使
用するユーザー名です。

X

データベース・パスワード アプリケーションが Oracleデータベースへの接続に使
用するパスワードです。

X
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アプリケーションの名前、説明、データベース接続数、ユーザー名またはパスワードを変更
するには、必要なフィールドに情報を入力し「保存」をクリックします。 アプリケーション
の接続を他のWeb-to-goアプリケーションと共有するには、「共有接続」をオンにするボタ
ンをクリックし「保存」をクリックします。

Web-to-goからのアプリケーションの削除からのアプリケーションの削除からのアプリケーションの削除からのアプリケーションの削除
Web-to-goからアプリケーションのリソースとプロパティを削除するには、コントロール・
センターを使用します。 この作業を実行するには、「アプリケーション」タブをクリックして
から、左フレームにある「名前を指定して検索」または「仮想パスを指定して検索」をク
リックします。 「検索」フィールドに検索条件を入力して「実行」をクリックします。 右の
フレームにアプリケーションのリストが表示されます。 削除するアプリケーションをクリッ
クします。 次のオプションが左側のフレームに表示されます。

� プロパティ

� スナップショット
Web-to-goアプリケーションの管理 6-33



Web-to-goコントロール・センターを使用したアプリケーションの管理
� レジストリ

� セキュリティ

「プロパティ」をクリックします。 右のフレームの下部までスクロールし、「削除」をクリッ
クします。 これでWeb-to-goからアプリケーションが削除されます。

Web-to-goからアプリケーションを削除しても、アプリケーションのファイルとサーブレッ
トはWeb-to-goシステムからは削除されません。 Web-to-goアプリケーションへのアクセス
権のある最後のユーザーがWeb-to-goからログオフするまで、アプリケーションのサーブ
レットはロードされたまま残ります。 最後のユーザーがWeb-to-goからログオフした後、シ
ステム管理者はWeb-to-goシェル・ユーティリティを使用してアプリケーション・ファイル
をすべて削除できます。 詳細は、付録 A「トラブルシューティングのための FAQ」の
「Web-to-goシェル・ユーティリティを使用したアプリケーションのデバッグ」を参照して
ください。

アプリケーションの一時停止アプリケーションの一時停止アプリケーションの一時停止アプリケーションの一時停止
メンテナンスの目的でWeb-to-goアプリケーションを一時停止するには、コントロール・セ
ンターを使用できます。 アプリケーションを一時停止すると、すべてのユーザーがオンライ
ン・モードでアプリケーションにアクセスできません。 すべてのユーザーはオフライン・
モードでアプリケーションにアクセスできます。 Web-to-goアプリケーションを一時停止す
るには、「アプリケーション」タブをクリックしてから、左のフレームにある「名前を指定
して検索」または「仮想パスを指定して検索」をクリックします。 「検索」フィールドに検
索条件を入力して「実行」をクリックします。 右のフレームにアプリケーションのリストが
表示されます。 一時停止するアプリケーションをクリックします。 次のオプションが左側の
フレームに表示されます。

� プロパティ

� スナップショット

� レジストリ

� セキュリティ

「プロパティ」をクリックします。 「一時停止」をクリックします。 警告ダイアログが表示さ
れ、続いて確認ダイアログが表示されます。 アプリケーション・モードが「一時停止」に変
更されます。 「一時停止」ボタンが「再開」ボタンに置き換わります。
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アプリケーションの再開アプリケーションの再開アプリケーションの再開アプリケーションの再開
コントロール・センターを使用して、一時停止されているアプリケーションを再開できま
す。 この作業を実行するには、「アプリケーション」タブをクリックしてから、左フレームに
ある「名前を指定して検索」または「仮想パスを指定して検索」をクリックします。 「検索」
フィールドに検索条件を入力して「実行」をクリックします。 右のフレームにアプリケー
ションのリストが表示されます。 再開するアプリケーションをクリックします。 次のオプ
ションが左側のフレームに表示されます。

� プロパティ

� スナップショット

� レジストリ

� セキュリティ

「プロパティ」をクリックします。 「再開」をクリックします。 これでWeb-to-goアプリケー
ションが標準操作に戻り、必要な場合はオフラインにすることもできます。 アプリケーショ
ン・モードが「実行中」に変更されます。 「再開」ボタンが「一時停止」ボタンに置き換わ
ります。

Web-to-goリポジトリへのアプリケーションのアップロードリポジトリへのアプリケーションのアップロードリポジトリへのアプリケーションのアップロードリポジトリへのアプリケーションのアップロード
アプリケーションを作成し、第 5章「Web-to-goアプリケーションの配布」の「ファイルの
作成」に説明されているように、パブリッシュ・ウィザードを使用してローカル・ディレク
トリにパブリッシュした後は、次の手順に従って、Oracle8iサーバー上のWeb-to-goリポジ
トリにアプリケーションをアップロードできます。

1. 「アプリケーション」パネルの左側のフレームにある「アプリケーションのパブリッ
シュ」をクリックします。 右のフレームに「JARファイル」フィールドが表示されます。

2. 「JARファイル」フィールドに、アップロードする .jarファイルの名前を入力するか、
「参照」ボタンを使用してローカル・ネットワークからファイルを見つけます。
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3. 「アップロード」をクリックして、アプリケーションをWeb-to-goリポジトリにパブ
リッシュします。 

システム・ブックマークの作成システム・ブックマークの作成システム・ブックマークの作成システム・ブックマークの作成
管理者は、Web-to-goコントロール・センターを使用して、ユーザーがWeb-to-goワークス
ペースからWebサイトにすばやくアクセスするためのブックマークを作成できます。 

新規システム・ブックマークの作成新規システム・ブックマークの作成新規システム・ブックマークの作成新規システム・ブックマークの作成
ブックマークを作成するには、「アプリケーション」タブの左のフレームの「ブックマーク
の編集」オプションをクリックします。 右のフレームに「ブックマークの編集」パネルが表
示されます。 「新規」をクリックします。 右のフレームに「ブックマーク・プロパティ」パ
ネルと「カスタム・イメージ」パネルが表示されます。
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管理者は「ブックマーク・プロパティ」パネルの「サイト URL」、「サイト名」および「コメ
ント」フィールドに情報を入力して、ブックマークを作成します。 「ブックマーク・プロパ
ティ」パネルには次の要素が含まれています。
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「サイト URL」、「サイト名」および「コメント」フィールドに適切な情報を入力した後で
「保存」をクリックすると、Web-to-goワークスペースの「ブックマーク」タブにこのブッ
クマークがパブリッシュされます。 「リセット」をクリックすると、すべてのフィールドが
消去され、「サイト URL」ドロップダウン・リストがデフォルト設定の http://に戻されます。

システム・ブックマークのカスタム・アイコンの作成システム・ブックマークのカスタム・アイコンの作成システム・ブックマークのカスタム・アイコンの作成システム・ブックマークのカスタム・アイコンの作成
管理者は、Web-to-goのブックマーク機能を使用して、作成したプロトコル・アイコンの
.gifイメージを置き換えることができます。 アイコンを変更するには、「ブックマーク・プロ
パティ」パネルの「サイト URL」ドロップダウン・リストで該当するプロトコルを見つけ
て、使用する新規 .gifイメージの名前を「カスタム・イメージ」パネルの「イメージ」
フィールドに入力します。 このフィールドに .gifファイルの名前を入力するには、「参照」ボ
タンも使用できます。 Web-to-goリポジトリにイメージをアップロードするには、「アップ
ロード」をクリックします。 「保存」をクリックすると、既存のイメージが新規イメージに
置き換わります。 「リセット」をクリックすると、ブックマーク・アイコンが既存のイメー
ジに戻ります。

要素要素要素要素 説明説明説明説明 必須必須必須必須

サイト URL 「イメージ」（以下で説明）の隣に表示されるサイト識別アイ
コンに対応するインターネット・プロトコルのドロップダウ
ン・リストです。 該当するプロトコル・イメージを選択した
後、隣接フィールドにサイトの名前（たとえば、
www.Oracle.com）を入力します。 この名前は、手動で入力す
るか貼り付けます。

X

サイト名 Webサイトの名前（たとえば、Oracle）を入力するフィール
ドです。 この名前は、正確なサイト名である必要はありませ
ん。 管理者とユーザーにとって意味のある名前を使用できま
す。

X

コメント サイトの簡単な説明（たとえば、my oracle）を入力する
フィールドです。 この説明は、Web-to-goワークスペースに
サイト名が表示されるときに、サイト名の下にキャプション
として表示されます。

イメージ 「サイト URL」ドロップダウン・ボックスから選択されたサ
イト URLプロトコルに対応するイメージを表示します。 この
イメージは、管理者が「カスタム・イメージ」パネルの「イ
メージ」フィールドで選択する別のイメージに変更できます。
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システム・ブックマークの編集システム・ブックマークの編集システム・ブックマークの編集システム・ブックマークの編集
管理者は、ブックマークの右にある鉛筆アイコンをクリックして、ブックマークのサイト
名、説明のコメントまたはイメージを変更できます。 

新規ブックマークの作成に使用した「ブックマーク・プロパティ」パネルと「カスタム・イ
メージ」パネルが右のフレームに表示され、「サイト URL」、「サイト名」および「コメント」
フィールドには以前に入力した情報が表示されています。 「サイト名」と「コメント」
フィールドの情報を変更し、「保存」をクリックします。 「リセット」をクリックすると、こ
れらのフィールドが元の状態に戻ります。 ブックマークのアイコンを変更するには、新規 gif
ファイルの名前を「イメージ」フィールドに入力するか、「参照」ボタンを使用して gifファ
イルを見つけます。 Web-to-goワークスペースにイメージをアップロードするには、「アップ
ロード」をクリックします。 「保存」をクリックすると、ブックマークの既存のイメージが
新規イメージに置き換わります。 「リセット」をクリックすると、ブックマーク・アイコン
が前のイメージに戻ります。
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システム・ブックマークの削除システム・ブックマークの削除システム・ブックマークの削除システム・ブックマークの削除
管理者はブックマークの隣のごみ箱アイコンをクリックして、Web-to-goからブックマーク
を削除できます。 このアイコンをクリックすると、削除を完了するかどうかを尋ねるメッ
セージが表示されます。
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システム・ブックマークのプロトコル・アイコンの編集システム・ブックマークのプロトコル・アイコンの編集システム・ブックマークのプロトコル・アイコンの編集システム・ブックマークのプロトコル・アイコンの編集
管理者は、選択した .gifイメージからインターネット・プロトコル・アイコンを作成しま
す。 これらの .gifファイルは、左のフレームにある「ブックマーク・アイコンの編集」をク
リックして変更できます。 次に、右のフレームに現在使用可能な一連のインターネット・プ
ロトコル・アイコンが表示されます。 

アイコンを変更するには、該当するイメージまでスクロールして「変更」をクリックしま
す。 「イメージのローディング」パネルが表示されます。 

注意注意注意注意 : Web-to-goには、インターネット・プロトコル・アイコンのデ
フォルト・セットは含まれていません。
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新規アイコン用として使用する .gifイメージの名前を入力するか、「参照」ボタンを使用し
て名前を見つけます。 「アップロード」をクリックすると、現在のアイコンが新規アイコン
に置き換わります。

サイト詳細のリストサイト詳細のリストサイト詳細のリストサイト詳細のリスト
サイト詳細のリストを取得するには、「サイト」タブをクリックしてから、左フレームにあ
る「名前を指定して検索」または「仮想パスを指定して検索」をクリックします。 「検索」
フィールドに検索条件を入力して「実行」をクリックします。 右のフレームにサイトのリス
トが表示されます。
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Web-to-goからのサイトの消去からのサイトの消去からのサイトの消去からのサイトの消去
サイトを消去すると、サイトとサイトの全内容がWeb-to-goから削除されます。 Web-to-go
からサイトを消去するには、「サイト」タブをクリックしてから、「ホスト名による検索」ま
たは「ユーザー名による検索」をクリックします。 「検索」フィールドに検索条件を入力し
て「実行」をクリックします。 サイトのリストが表示されます。 サイトを削除するには、「消
去」列にあるチェックボックスを選択し、「保存」をクリックします。 

サイト詳細の表示サイト詳細の表示サイト詳細の表示サイト詳細の表示
サイトの詳細を表示するには、詳細を表示するサイトの「詳細」をクリックします。 右のフ
レームには、次のようなサイトのクライアント詳細が表示されます。

トピックトピックトピックトピック 定義定義定義定義

ホスト名 サイトのホスト名です。 たとえば、次のとお
りです。 

host.domain

オペレーティング・システム Web-to-goクライアントのオペレーティン
グ・システム、バージョンおよびアーキテク
チャです。 たとえば、次のとおりです。

Windows NT 4.0 x86
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右のフレームには、次のようなサイトのユーザー詳細が表示されます。

Javaランタイム環境 Web-to-goクライアントの Javaのバージョン
です。 

Web-to-goのバージョン Web-to-goのバージョンです。

Web-to-goリポジトリの識別子 Web-to-goリポジトリの識別子です。

トピックトピックトピックトピック 定義定義定義定義

ユーザー名 サイト・ユーザー名です。

モード サイトの最終モードです。 最終モードは、オ
ンラインまたはオフラインです。

作成日 サイトが作成された日付です。

最終リフレッシュ サイトが最後に同期化された日付です。

ユーザー・データベースの識別子 ユーザー・データベースの識別子です。

トピックトピックトピックトピック 定義定義定義定義
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サーバーのシステム・ステータス・レポートの表示サーバーのシステム・ステータス・レポートの表示サーバーのシステム・ステータス・レポートの表示サーバーのシステム・ステータス・レポートの表示
サーバーのシステム・ステータス・レポートを表示するには、Web-to-goコントロール・セ
ンターを使用します。 この作業を実行するには、「サーバー」タブをクリックしてから、左フ
レームにある「ステータスの要約」をクリックします。 コントロール・センターが次のよう
なレポートを表示します。

� システム

� サーバー構成

� リポジトリ

� アプリケーション・データベース
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システムシステムシステムシステム
システム・レポートは、次の情報を生成します。

サーバー構成サーバー構成サーバー構成サーバー構成
サーバー構成レポートは、次の情報を生成します。

トピックトピックトピックトピック 定義定義定義定義

Web-to-goのバージョン Web-to-goのバージョンです。

開始時刻 Web-to-goが開始された時刻です。

利用可能なメモリー サーバー上で使用できるメモリーです。

オペレーティング・システム サーバーのオペレーティング・システムです。 た
とえば、次のとおりです。

Windows NT 4.0 X86

Javaランタイム環境 Javaのバージョンです。 たとえば、次のとおり
です。

Java 1.2.2

トピックトピックトピックトピック 定義定義定義定義

構成 Web-to-goサーバーのタイプです。 次のオプ
ションが含まれます。

� Oracle Application Server（OAS）

� Apache HTTP Server

� スタンドアロン

実行モード サーバーの現在の実行モードです。 次のオプ
ションが含まれます。

� 一時停止

Web-to-goサーバーは一時停止され、管
理者権限を持つユーザーのみがアクセス
できます。

� 標準

すべてのユーザーがWeb-to-goサーバー
にアクセスできます。

セッションの有効期間 セッションの有効時間です。
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リポジトリリポジトリリポジトリリポジトリ
リポジトリ・レポートは、次の情報を生成します。

アプリケーション・データベースアプリケーション・データベースアプリケーション・データベースアプリケーション・データベース
アプリケーション・データベース・レポートは、次の情報を生成します。

トピックトピックトピックトピック 定義定義定義定義

データベースの URL Web-to-goリポジトリ・データベースの URL
です。 たとえば、次のとおりです。

jdbc:oracle:thin:@machine_
name:1521:ORCL0

Net8サービス名 Web-to-goリポジトリ・データベースのNet8
サービス名です。 たとえば、次のとおりです。  
webtogo.world

所有者 Web-to-goリポジトリ・データベースの所有
者です。 たとえば、次のとおりです。  
MOBILEADMIN

トピックトピックトピックトピック 定義定義定義定義

データベースの URL Web-to-goリポジトリ・データベースの URL
です。 たとえば、次のとおりです。

jdbc:oracle:thin:@machine_
name:1521:ORCL0

Net8サービス名 Web-to-goリポジトリ・データベースのNet8
サービス名です。 たとえば、次のとおりです。

wtgapps.world
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アプレットの JDBC接続 アプレットの JDBC接続です。 次のオプショ
ンが含まれます。

� Web-to-goサーバーを経由して接続

Web-to-goサーバーとデータベースが
別々のマシン上にある場合、Web-to-go
サーバーはアプレットの JDBC接続を
データベースにルーティングします。

� 直接データベースへ接続

Web-to-goサーバーとデータベースが同
一マシン上にある場合は、アプレットは
直接データベースに JDBC接続します。

トピックトピックトピックトピック 定義定義定義定義
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サーバーの一時停止サーバーの一時停止サーバーの一時停止サーバーの一時停止
コントロール・センターを使用して、メンテナンスの目的でWeb-to-goサーバーを一時停止
できます。 Web-to-goサーバーを一時停止すると、Web-to-goはサーバー上で現在アクティ
ブになっているすべてのセッションを終了し、管理者権限を持つユーザーのみにアクセスを
制限します。 この作業を実行するには、「サーバー」タブをクリックしてから、左フレームに
ある「アクセス・コントロール」をクリックします。 サーバーを一時停止するには、「保守」
ボタンをクリックします。

 警告ダイアログが表示されます。

「OK」をクリックします。 確認ダイアログが表示されます。

注意注意注意注意 : 管理者がログオフすると、サーバーは自動的に標準モードに切り
替わります。
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これでサーバーはメンテナンス・モードで実行され、右フレームにはシステムの現在のモー
ドとして「保守」と表示されます。

サーバーの再開サーバーの再開サーバーの再開サーバーの再開
メンテナンスの目的でWeb-to-goサーバーを一時停止した後、サーバー操作を再開するに
は、コントロール・センターを使用できます。 この作業を実行するには、「サーバー」タブを
クリックしてから、左フレームにある「アクセス・コントロール」をクリックします。 サー
バーはメンテナンス・モードで実行され、右フレームにはシステムの現在のモードとして
「保守」と表示されます。 「標準」ボタンをクリックします。 警告ダイアログが表示されま
す。

「OK」をクリックします。 サーバーが標準モードで実行されることを確認するダイアログが
表示されます。

「OK」をクリックします。 これでサーバーは標準モードで実行され、右フレームにはシステ
ムの現在のモードとして「標準」と表示されます。
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7

Web-to-goクライアントの使用方法クライアントの使用方法クライアントの使用方法クライアントの使用方法

この章では、Web-to-goクライアントをインストールして使用する方法を説明します。 内容
は次のとおりです。

� 概要

� Web-to-goクライアントのインストール

� Web-to-goワークスペースの使用

� Web-to-goへのログオン

� アプリケーションのアクセス

� オンライン・モードとオフライン・モードの切替え

� Web-to-goワークスペースの構成

� アプリケーション設定の構成

� パスワードの変更

� ユーザーのブックマークの作成と編集

� ブックマークのアクセス

� アプリケーションの切替え

� Web-to-goのログオフ
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概要
概要概要概要概要
開発、配布および管理が完了した後は、Web-to-goアプリケーションを使用できるようにな
ります。 Web-to-goアプリケーションを使用する前に、Web-to-goクライアントをインス
トールし、さらにWeb-to-goのワークスペースに慣れておく必要があります。

Web-to-goクライアントのインストールクライアントのインストールクライアントのインストールクライアントのインストール
Web-to-goクライアントは、WebブラウザでWeb-to-goセットアップ・プログラムを実行
するとインストールできます。 Web-to-goクライアントをインストールする前に、使用環境
がハードウェアおよびソフトウェア要件を満たしていることを確認する必要があります。

ハードウェア要件ハードウェア要件ハードウェア要件ハードウェア要件
Web-to-goクライアントには次のものが必要です。

� x86ベースの PC

� アプリケーション用 RAMとして 12MB（Web-to-goに 1.5MB、Javaに 10MB）

� 10MBのハード・ディスク領域

� 800 x 600のディスプレイ

ソフトウェア要件ソフトウェア要件ソフトウェア要件ソフトウェア要件
Web-to-goクライアントには次のものが必要です。

� Microsoft Windows 95/98またはWindows NT 4.0（サービス・パック 3を推奨）

� JavaScript対応の、Netscape 4.0.6以上またはMicrosoft Internet Explorer 4.0以上

インストールインストールインストールインストール
Web-to-goクライアントをインストールするには、次の手順を実行します。

1. Webブラウザを起動し、次の URLを入力してWeb-to-goサーバーに接続します。

http://server/webtogo/setup

注意注意注意注意 : server変数は、使用するWeb-to-goサーバーのホスト名に置き換
えてください。
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次のテキストが含まれたWebページが表示されます。

「Web-to-goクライアントのセットアップ・プログラムをダウンロードするには、ここ
をクリックしてください」 （下線の付いた単語「ここ」はハイパーリンクです。）

2. ハイパーリンク「ここ」をクリックしてWeb-to-goのセットアップ・プログラムにアク
セスします。

3. Netscapeを使用している場合は、セットアップ・プログラムをダウンロードする場所を
選択して「OK」をクリックします。 Windowsエクスプローラで、setup.exeをダブルク
リックしてセットアップ・プログラムを実行します。

Internet Explorerを使用している場合は、ブラウザのウィンドウからセットアップ・プ
ログラムを実行します。

セットアップ・プログラムが起動されると、インストール・ディレクトリを指定するよ
う求められます。

4. ディレクトリ（たとえば D:¥orant）を選択し「OK」をクリックします。 セットアップ・
プログラムにより必要なコンポーネントがすべてダウンロードされ、使用するマシン上
でWeb-to-goクライアントが起動されます。 インストールが完了すると、Web-to-goの
ログイン画面が表示されます。

ローカルローカルローカルローカル Webサーバー・アクセスを使用するためのブラウザの構成サーバー・アクセスを使用するためのブラウザの構成サーバー・アクセスを使用するためのブラウザの構成サーバー・アクセスを使用するためのブラウザの構成
ネットワーク環境にプロキシ・サーバーが含まれている場合は、ブラウザをWebサーバー
のローカル・アクセス用に正しく構成する必要があります。 ブラウザを正しく構成するには、
次の手順を実行します。

Internet Explorer 4.0
1. 「表示」をクリックし、「インターネット オプション」をクリックします。

2. 「接続」タブをクリックします。

3. 「ローカル（イントラネット）のアドレスにはプロキシを使用しない」オプションを選
択します。 「詳細」オプションをクリックします。

4. 「プロキシ設定」パネルの「例外」ボックスに使用するローカル・マシンの名前をリス
トします。

Netscape 4.0
1. 「編集」をクリックしてから「設定」をクリックします。

2. 「詳細」次に「プロキシ」を選択します。

3. 「手動でプロキシを設定する」をオープンします。 ローカル・マシンのあるドメインが
「例外」ボックスに含まれていることを確認します。
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Web-to-goワークスペースの使用ワークスペースの使用ワークスペースの使用ワークスペースの使用 
ワークスペースにはWeb-to-goアプリケーションが含まれています。Web-to-goアプリケー
ションは、ハイパーリンク経由でアクセス可能な標準のWebアプリケーションとして実行
されます。 Web-to-goに最初にアクセスするときはオンライン・モードになり、Web-to-go
サーバーに接続されます。 Web-to-goアプリケーションをオンライン・モードで実行するこ
とも、オフライン・モードに切り替えてWeb-to-goサーバーからの接続を切断することもで
きます。 オフライン・モードに切り替えると、Web-to-goはデータと選択されたアプリケー
ションをクライアントにダウンロードします。 複数のアプリケーションを同時に実行でき、
Web-to-goスイッチ機能を使用してアプリケーションを切り替えることもできます。 ワーク
スペースの右上には 「アプリケーション」、「構成」、「ヘルプ」、「オフライン」および「ログ
オフ」という 5つのタブが含まれています。

アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション
「アプリケーション」タブをクリックするとワークスペースに戻り、使用可能なアプリケー
ションのリストが表示されます。 すでにワークスペースを表示している場合は、ワークス
ペースがリフレッシュされます。 Web-to-goアプリケーションにアクセスするには、アイコ
ンまたはアプリケーション名をクリックします。 
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構成構成構成構成
「構成」タブは、Web-to-goがオンライン・モードのときにのみ表示されます。 「構成」タブ
では次の機能を実行できます。

� ワークスペース設定を構成する。

� Web-to-goクライアントにダウンロードするアプリケーションを選択する。 選択された
アプリケーションは、オフライン・モードとオンライン・モードで実行できます。

� パスワードを変更する。

ヘルプヘルプヘルプヘルプ
「ヘルプ」タブは、Web-to-goのオンライン・ヘルプ・システムを起動します。

オフラインオフラインオフラインオフライン
「オフライン」タブでは、Web-to-goサーバーから接続を切断し、選択したアプリケーショ
ンをWeb-to-goクライアントにダウンロードできます。 選択したアプリケーションは、オフ
ライン・モードで実行できます。

オフライン・モードになると、「オフライン」タブが「オンライン」に変わります。

「オンライン」をクリックすると、Web-to-goに接続されます。 詳細は、この章の「オンライ
ン・モードとオフライン・モードの切替え」を参照してください。

ログオフログオフログオフログオフ
「ログオフ」タブは、実行中のアプリケーションをすべてクローズし、ログオン・ページに
戻ります。
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Web-to-goへのログオン
Web-to-goへのログオンへのログオンへのログオンへのログオン 
Web-to-goにログオンするには、Web-to-goクライアントをマシン上にインストールする必
要があります。 クライアントが実行中の場合は、Windowsのデスクトップの隅にアイコンが
表示されます。

Webサーバーが実行されていない場合は、Oracleプログラム・グループにアクセスして
Web-to-goを選択すると起動できます。

Web-to-goにログオンするには、ブラウザから次のURLにアクセスします。

http://マシンのアドレス /

Web-to-goのログオン・ページが表示されます。

注意注意注意注意 : Web-to-goクライアントにはそれぞれ固有のWebサーバーがあり
ます。
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アプリケーションのアクセス
ユーザー名とパスワードを入力し、「ログオン」をクリックします。 アカウントがない場合
は、Web-to-go管理者に連絡してください。

アプリケーションのアクセスアプリケーションのアクセスアプリケーションのアクセスアプリケーションのアクセス
Web-to-goアプリケーションはワークスペース内に、アイコン、名前および説明で表示され
ます。

アイコンとアプリケーション名は、どちらもハイパーリンクです。 Web-to-goアプリケー
ションにアクセスするには、アイコンまたはアプリケーション名をクリックします。
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オンライン・モードとオフライン・モードの切替えオンライン・モードとオフライン・モードの切替えオンライン・モードとオフライン・モードの切替えオンライン・モードとオフライン・モードの切替え
オンライン・モードとオフライン・モード間の切替えは、Web-to-goの重要な機能です。こ
の機能により、オンライン（接続された環境）からオフライン（接続が切断されている環
境）に移動できます。Web-to-goは、最初にモードが切り替えられたときに、選択されたア
プリケーションとデータのすべてをサーバーからクライアント・データベースにダウンロー
ドします。Web-to-goは、アプリケーションで使用するサーバー上の表をデータベース・ス
ナップショットとしてクライアントに伝播します。 ログオフすると、Web-to-goは最後に使
用されたモードを格納します。次にWeb-to-goにログオンしたときにそのモードで起動され
ます。

オフライン・モードでは、Web-to-goアプリケーションをオンラインであるかのように実行
できます。Web-to-goはデータ変更をクライアント・データベースに格納します。 オンライ
ン・モードに戻ると、Web-to-goはオフライン・モードでデータに加えられた変更でOracle
データベースを更新します。

オフライン・モードに切り替えるには、「オフライン」タブをクリックします。 「オフライ
ン」タブが「オンライン」タブに変わります。 オンライン・モードに戻すには、「オンライ
ン」タブをクリックします。

Web-to-goワークスペースの構成ワークスペースの構成ワークスペースの構成ワークスペースの構成
左側のフレームの「環境設定」をクリックすると、Web-to-goワークスペース内の表示オプ
ションを構成できます。 次の情報がワークスペースに表示されます。 

該当する情報を設定し「保存」をクリックします。 間違った場合は「リセット」をクリック
して前の設定にします。 

ラベルラベルラベルラベル 説明説明説明説明

アイコン表示 Web-to-goアプリケーションのアイコンを表示できます。 
Web-to-goアプリケーションのアイコンを表示するには、チェッ
クボックスを選択します。 Web-to-goアプリケーションのアイコ
ンを表示しない場合は、チェックボックスを選択解除します。

説明表示 Web-to-goアプリケーションの説明を表示できます。 Web-to-go
アプリケーションの説明を表示するには、チェックボックスを
選択します。 Web-to-goアプリケーションの説明を表示しない場
合は、チェックボックスを選択解除します。

1行に表示するアプリケー
ション数

ワークスペースで水平方向の 1行に表示するアプリケーション
の数を指定できます。
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アプリケーション設定の構成
アプリケーション設定の構成アプリケーション設定の構成アプリケーション設定の構成アプリケーション設定の構成
Web-to-goアプリケーション設定により、オフライン・モードで実行するアプリケーション
を選択できます。 オフライン・モードに切り替えると、Web-to-goは選択されたアプリケー
ションとデータをクライアントにダウンロードします。 選択するアプリケーションの数が少
ないほど、ダウンロードされるデータ量が少なくなり、同期プロセスも速く実行されます。 
オフライン・モードで実行するアプリケーションを選択するには、「アプリケーションの設
定」をクリックします。 次の情報がワークスペースに表示されます。 

ラベルラベルラベルラベル 説明説明説明説明

アプリケーション名 アプリケーションの隣にチェックボックスが表示されます。 選択
すると、オフラインになったときにこのアプリケーションがク
ライアントにダウンロードされます。
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パスワードの変更
アプリケーションの隣のチェックボックスを選択し、「保存」をクリックします。 このアプリ
ケーションをオンライン・モード専用で実行するには、チェックボックスの選択を解除して
から「保存」をクリックします。 間違った場合は「リセット」をクリックして前の設定にし
ます。

パスワードの変更パスワードの変更パスワードの変更パスワードの変更
Web-to-goのパスワードを変更できます。 Web-to-goのパスワードを変更するには、「パス
ワードの変更」をクリックします。 次の情報がワークスペースに表示されます。 

ラベルラベルラベルラベル 説明説明説明説明

現在のパスワード 現在のWeb-to-goパスワードです。

新しいパスワード 新しいWeb-to-goパスワードです。

パスワードの確認入力 新しいWeb-to-goパスワードの確認です。 このフィールドのパス
ワードが「新しいパスワード」フィールドのパスワードと一致
しない場合、エラーが返されます。
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ユーザーのブックマークの作成と編集
現在のパスワード、新しいパスワードおよびパスワードの確認をそれぞれのフィールドに入
力し、「保存」をクリックします。 間違った場合は「リセット」をクリックして最後に保存さ
れたパスワード設定に戻ります。

ユーザーのブックマークの作成と編集ユーザーのブックマークの作成と編集ユーザーのブックマークの作成と編集ユーザーのブックマークの作成と編集
「ブックマーク」タブからアクセスできるブックマークを作成し、左のフレームにある
「ブックマークの編集」タブを使用して編集できます。 このオプションをクリックすると、右
のフレームに「ブックマークの編集」パネルが起動されます。このパネルを使用すると、
ブックマークを作成する、またはすでに作成したブックマークのプロパティを変更できま
す。Web-to-goは、ブックマークをユーザー・プロファイルに格納しますが、これはユー
ザーがログインするたびに、ワークスペースの「ブックマーク」タブにブックマークを再生
成するためです。
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ユーザーのブックマークの作成と編集
ユーザーのブックマークの作成ユーザーのブックマークの作成ユーザーのブックマークの作成ユーザーのブックマークの作成
ブックマークは、「構成」タブの左フレームにある「ブックマークの編集」オプションをク
リックすると作成できます。 右のフレームに「ブックマークの編集」パネルが表示されます。 
「新規」をクリックします。 右のフレームに「ブックマーク・プロパティ」パネルと「カスタ
ム・イメージ」パネルが表示されます。  「ブックマーク・プロパティ」パネルの「サイト
URL」、「サイト名」および「コメント」フィールドに情報を入力すると、ブックマークを作
成できます。
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ユーザーのブックマークの作成と編集
フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須

サイト URL 「イメージ」の隣に表示されるサイト識別アイコンに対応する
インターネット・プロトコルのドロップダウン・リストです。  
該当するプロトコルを選択した後、隣接フィールドにサイト
の名前（たとえば、www.Oracle.com）を入力します。 この名
前は、手動で入力するか貼り付けます。

X

サイト名 Webサイトの名前（たとえば、Oracle）です。 この名前は、
正確なサイト名である必要はありません。 わかりやすい名前
を使用できます。

X
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ユーザーのブックマークの作成と編集
「保存」をクリックすると、ブックマークが「ブックマーク」タブに伝播され、このブック
マークにより参照されているWebページへのアクセスに使用できます。 「リセット」をク
リックすると、すべてのフィールドが消去され、「サイト URL」ドロップダウン・ボックス
がデフォルト設定の http://に戻されます。

カスタム・イメージの作成カスタム・イメージの作成カスタム・イメージの作成カスタム・イメージの作成
作成したブックマークの参照に使用される既存のプロトコル・アイコンの .gifイメージを置
き換えることができます。 アイコンを変更するには、「ブックマーク・プロパティ」パネルの
「サイト URL」ドロップダウン・リストで該当するプロトコルを見つけて、使用する新規

GIFイメージの名前を「カスタム・イメージ」パネルの「イメージ」フィールドに入力しま
す。 このフィールドに .gifファイルの名前を入力するには、「参照」ボタンも使用できます。 
Web-to-goリポジトリにイメージをアップロードするには、「アップロード」をクリックし
ます。 「保存」をクリックすると、既存のイメージが新規イメージに置き換わります。 「リ
セット」をクリックすると、ブックマーク・アイコンが既存のイメージに戻ります。

ブックマークの編集ブックマークの編集ブックマークの編集ブックマークの編集
ブックマークの右にある鉛筆アイコンをクリックすると、ブックマークのサイト名、説明の
コメントまたはイメージを変更できます。 

新規ブックマークの作成に使用した「ブックマーク・プロパティ」パネルと「カスタム・イ
メージ」パネルが右のフレームに表示され、各フィールドには以前に入力した情報が移入さ
れています。 「サイト名」と「コメント」フィールドの情報を変更し、「保存」をクリックし
ます。 「リセット」をクリックすると、これらのフィールドが元の状態に戻ります。 ブック
マークのアイコン用の .gifファイルを変更するには、新規 .gifファイルの名前を「イメー
ジ」フィールドに入力するか、「参照」ボタンを使用して .gifファイルを見つけます。 「アッ

コメント 管理者により入力されるサイトの簡単な説明（たとえば、
oracle）です。 この説明は、Web-to-goワークスペースの
「ブックマーク」タブにサイト名が表示されるときに、サイト
名の下にキャプションとして表示されます。

イメージ 「サイト URL」ドロップダウン・リストから選択された URL
プロトコルに対応するイメージを表示します。 このイメージ
は管理者が作成したものですが、「カスタム・イメージ」パネ
ルの「イメージ」フィールドで選択したイメージで置き換え
ることができます。 アイコンを設計できるのは個人ブック
マークのみです。システムのブックマークにより使用される
アイコンを置き換えることはできません。

フィールドフィールドフィールドフィールド 説明説明説明説明 必須必須必須必須
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ユーザーのブックマークの作成と編集
プロード」をクリックして、Web-to-goにイメージをアップロードします。 「保存」をク
リックすると、ブックマークの既存のイメージが新規イメージに置き換わります。 「リセッ
ト」をクリックすると、ブックマーク・アイコンが前のイメージに戻ります。

ブックマークの削除ブックマークの削除ブックマークの削除ブックマークの削除
ブックマークの隣のごみ箱アイコンをクリックすると、Web-to-goからブックマークを削除
できます。 このアイコンをクリックすると、削除を完了するかどうかを尋ねるメッセージが
表示されます。
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ブックマークのアクセス
ブックマーク・アイコンの編集ブックマーク・アイコンの編集ブックマーク・アイコンの編集ブックマーク・アイコンの編集
独自の GIFイメージを選択して、「ブックマーク」タブに表示されるインターネット・プロ
トコルのアイコンを作成できます。 これらの GIFファイルは、左のフレームにある「ブック
マークの編集」アイコンをクリックして変更できます。 次に、右のフレームが、現在使用可
能な一連のブックマーク・アイコンとそれに対応するインターネット・プロトコルにより移
入されます。 

アイコンを変更するには、該当するイメージまでスクロールして「変更」をクリックしま
す。 「イメージのローディング」パネルが表示されます。 

新規アイコン用として使用する GIFイメージの名前を入力するか、「参照」ボタンを使用し
て名前を見つけます。 「アップロード」をクリックすると、現在のアイコンが新規アイコン
に置き換わります。 ブックマークは、左のフレームにある「ブックマークの編集」オプショ
ンをクリックすると作成できます。

ブックマークのアクセスブックマークのアクセスブックマークのアクセスブックマークのアクセス
「ブックマーク」タブを使用すると、システム・ブックマークと「構成」タブを使用して作
成したブックマークにアクセスできます。 「ブックマーク」タブをクリックすると「ブック
マーク」画面が起動されます。 この画面の左のパネルには、「ユーザーのブックマーク」オプ
ションと「システムのブックマーク」オプションが含まれています。 右のパネルには、対応
するWebサイトにすばやくアクセスするためのブックマークが表示されます。

「ユーザー・ブックマーク」オプションをクリックすると、「構成」タブを使用して作成した
ブックマークが表示されます。 

注意注意注意注意 : システムのブックマークは編集できません。編集できるのは、自
分で作成したブックマークのみです。
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ブックマークのアクセス
「システムのブックマーク」オプションをクリックすると、Web-to-go管理者がコントロー
ル・センターに作成したシステムのブックマークが起動されます。
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アプリケーションの切替え
アプリケーションの切替えアプリケーションの切替えアプリケーションの切替えアプリケーションの切替え
複数のWeb-to-goアプリケーションを同時に実行できます。Web-to-goは各アプリケーショ
ンを別々のブラウザ・ウィンドウ内で起動し、実行中のすべてのアプリケーションを追跡し
ます。 アプリケーションを切り替えるには、左側のフレームの「実行中のアプリケーション」
をクリックします。 「実行中のアプリケーション」をクリックすると、現在アクティブな
Web-to-goアプリケーションのリストが表示されます。 
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アプリケーションの切替え
使用するアプリケーションをクリックします。 そのアプリケーションがブラウザのウィンド
ウに表示されます。
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Web-to-goのログオフ
Web-to-goのログオフのログオフのログオフのログオフ
ログオフするには、「ログオフ」タブをクリックします。Web-to-goが実行中のアプリケー
ションをすべてクローズし、ログオン・ページに戻ります。
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トラブルシューティングのための F
A

トラブルシューティングのためのトラブルシューティングのためのトラブルシューティングのためのトラブルシューティングのための FAQ

この付録には、Web-to-goのトラブルシューティングに関してよくある質問とその回答が含
まれています。 内容は次のとおりです。

� Web-to-goシェル・ユーティリティを使用したアプリケーションのデバッグ

� Web-to-goサーバーのデバッグ・モードでの実行

� クライアント上での ODBCコンポーネントの設定
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Web-to-goシェル・ユーティリティを使用したアプリケーションのデバッグ
Web-to-goシェル・ユーティリティを使用したアプリケーショシェル・ユーティリティを使用したアプリケーショシェル・ユーティリティを使用したアプリケーショシェル・ユーティリティを使用したアプリケーショ
ンのデバッグンのデバッグンのデバッグンのデバッグ

Web-to-goシェル・ユーティリティ（wsh）を使用すると、アプリケーション・リポジトリ
を対話的に検査および変更できます。 DOSプロンプトで次のように入力します。

wsh [-o Oracle database] [-lOracle Lite database]

たとえば、DOSのプロンプトで次のサンプル・コードを入力できます。  

wsh -o mobileadmin/manager@webtogo.world

wsh -1 system/*@ODBC:webtogo

リポジトリ・プロンプトが表示されます。 ここで次のコマンドを使用してリポジトリの
検査と変更を行えます。

コマンドコマンドコマンドコマンド 定義定義定義定義

dir ディレクトリ内のファイルの一覧を表示します。

copy 1つ以上のファイルを別の位置にコピーします。

cp 1つ以上のファイルを別の位置にコピーします。

edit ファイルを編集するためのメモ帳を起動します。

del: 1つ以上のファイルを削除します。

rm 1つ以上のファイルを削除します。

rename ファイル（複数も可）の名前を変更します。

cd カレント・ディレクトリの名前を表示するか、またはカレント・
ディレクトリを変更します。

md ディレクトリを作成します。

rd ディレクトリを削除します。

type テキスト・ファイル（複数も可）の内容を表示します。

exit コマンド・シェルを終了します。

quit コマンド・シェルを終了します。

help シェル・コマンドのヘルプ情報を表示します。

sync ファイル・システムをデータベースに同期化させます。
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クライアント上での ODBCコンポーネントの設定
Web-to-goサーバーのデバッグ・モードでの実行サーバーのデバッグ・モードでの実行サーバーのデバッグ・モードでの実行サーバーのデバッグ・モードでの実行
Oracle Application Server、Apache HTTP ServerまたはWebtogo.exeに対して実行されてい
るWeb-to-goサーバーで問題が発生した場合は、次の手順を実行してデバッグ・モードで実
行できます。

1. Web-to-goサーバー、Oracle Applilcation Server、Apache HTTP Serverまたは
Webtogo.exeをシャットダウンします。

2. webtogo.oraファイルの [CARTRIDGE]パラメータに次の値が含まれていることを確認
します。

3. デバッグ・マシン上の DOSプロンプトで次のコマンドを入力します。

wsh -m 100

（wshはアプリケーションで、-mは監視機能を使用可能にして、100は監視するポートを指
定します。）

4. Web-to-goサーバーを再起動します。

クライアント上でのクライアント上でのクライアント上でのクライアント上での ODBCコンポーネントの設定コンポーネントの設定コンポーネントの設定コンポーネントの設定
トラブルシューティング用に、クライアント上で ODBCサポートを使用可能にできます。 
ODBCサポートを使用すると、ローカルな Oracle Liteデータベースに格納されている
Web-to-goクライアントのデータを表示できます。 この情報を表示するには、SQL*Plusを使
用します。

DEBUG YES

DEBUG_MACHINE debug_client。debug_clientは、Oracle Application Serverか
らデバッグ・メッセージを送信する相手先のマシンの名前で
す。

DEBUG_PORT 100

注意注意注意注意 : Apache HTTP Serverや Oracle Application Serverではなく、
Webtogo.exeを実行している場合は、コマンドラインに -d0と指定すると
デバッグできます。  たとえば、次のとおりです。

c:¥>webtogo.exe -d0
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クライアント上での ODBCコンポーネントの設定
クライアント・モードでのクライアント・モードでのクライアント・モードでのクライアント・モードでの ODBCの使用の使用の使用の使用
クライアント・モードで ODBCを使用可能にするには、次の手順を実行します。

1. wsh.exeを使用してWeb-to-goリポジトリに接続します。wsh.exeを使用するには、次
の構文を入力します。

wsh -o oraclerm/oraclerm@webtogo

oraclermはリポジトリ・スキーマの名前とパスワードで、webtogoはリポジトリの
TNS名です。 リポジトリへの接続を確立すると、DOSプロンプトのようなコマンド・プ
ロンプトが表示されます。

2. ディレクトリを /webtogoに変更します。

3. コマンド・プロンプトで次のように入力します。 edit setup.ini

Windowsのメモ帳に setup.iniファイルが表示されます。

4. OCAセクションと ODBCセクションのコメントを削除します。 「ファイル」を選択し
「上書き保存」を選択します。 メモ帳を終了します。

5. wsh.exeプログラムを終了します。Web-to-goサーバー以外のマシンで wsh.exeを実行
していて、Web-to-goサーバーがすでに実行されている場合は、Web-to-goサーバーを
再初期化する必要があります。 Web-to-goサーバーを再初期化するには、次の URLをブ
ラウザにロードします。 

http://server/webtogo/sync

serverは、使用するWeb-to-goサーバーのホスト名に置き換えてください。

SQL*Plus
ODBCを使用可能にした後は、SQL*Plusを使用してデータにアクセスします。 SQL*Plusで
は、次の接続文字列を使用してWeb-to-goクライアントに接続します。

sqlplus system/<your_password>@odbc:webtogo:<your_user_name>

たとえば、ユーザー名が Janeでパスワードが「secret」の場合は、次のように入力します。

sqlplus system/secret@odbc:webtogo:jane

次に、次の SQL文を使用してアプリケーションの表にあるデータを見直すことができます。

select * from schema_name.table_name;

Web-to-goではアプリケーションごとに別々のデータベース・スキーマが作成されます。 ス
キーマの名前は、文字「A」とその後に続くアプリケーション識別子です。 アプリケーショ
ンのスキーマ名を見つけるには、次を実行します。
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クライアント上での ODBCコンポーネントの設定
次のコマンドを使用して、Web-to-goクライアントのリポジトリに接続します。

sqlplus system/manager@odbc:webtogo

次の SQL文を実行します。

select name, 'A'||id "Schema" from applications;

これにより、アプリケーションとアプリケーションに対応するスキーマ名の一覧が表示され
ます。 たとえば、前述の SQL文により次のような一覧が返されます。

パスワード「secret」を持つユーザー Janeは、このアプリケーション・リストを使用して、
次のような手順で Sample1アプリケーションの TRACKS表にアクセスできます。

1. 次のコマンドを使用して、Oracle Liteデータベースに接続します。

sqlplus system/secret@odbc:webtogo:jane

2. 次の SQL文を指定して、データベース表から行を選択します。

select * from A1102.TRACKS;

Netscapeでの「戻る」ボタンの使用方法での「戻る」ボタンの使用方法での「戻る」ボタンの使用方法での「戻る」ボタンの使用方法
「Web-to-goコントロール・センターを使用したアプリケーションの管理」のために

Netscapeを使用する場合、「戻る」ボタンが正しく機能しないことがあります。

原因原因原因原因
「戻る」ボタンが、履歴リスト内の前のページにアクセスしないで、現在の同一ページを起
動する可能性があります。

対策対策対策対策
Web-to-go管理で前のページにアクセスするには、履歴リストのみを使用します。

名前名前名前名前 スキーマスキーマスキーマスキーマ

Querytool A1101

Sample1 A1102
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クライアント上での ODBCコンポーネントの設定
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Web-to-go 初期化パラメ
B

Web-to-go 初期化パラメータ初期化パラメータ初期化パラメータ初期化パラメータ

次に示すパラメータは、webtogo.oraファイルにあります。Web-to-goは webtogo.oraファ
イルを使用してWeb-to-goサーバーを初期化します。 Web-to-goを起動すると、
webtogo.oraファイルにあるパラメータが読み取られます。 webtogo.oraファイルに含まれ
るWeb-to-goのシステム・パラメータは次のとおりです。

WEBTOGO
WEBTOGOパラメータは、Web-to-go Webサーバーの動作を制御します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 定義定義定義定義

USE_SYSTEM_CLASSPATH=YES Web-to-goリポジトリを検索する前にコン
ピュータのクラスパスで Javaクラスを検索する
かどうかを制御します。

MODE=SERVER Web-to-goサーバーが実行されるモードです。
有効なモードは、SERVER、CLIENT、
BRANCHです。 「BRANCH」の値は、
Web-to-goがブランチ操作用にクライアント・
モードで実行されることを示します。

PORT=80 Web-to-goサーバーが実行されるポート番号で
す。 Oracle Application Serverがインストールさ
れている場合は無効です。

CLASSPATH= Web-to-goリポジトリ内のディレクトリのリス
トです。 Web-to-goは、Javaクラスを検索しま
す。

PROXY_SERVER=proxy.com プロキシ・ホスト名の番号です。 Web-to-goクラ
イアントのセットアップによりこのエントリが
変更されます。
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WEBTOGO
PROXY_PORT=80 プロキシのポート番号です。 Web-to-goクライア
ントのセットアップによりこのエントリが変更
されます。

SQL_RETRIES=5 タイムアウトになるまでの JDBC接続確立試行
回数です。

SESSION_EXPIRATION=45 ログオン・セッションの有効時間です。 指定され
た時間を超えてもアクティブになっていない
ユーザーは、ログアウトされます。

KEY_EXPIRATION=20 ログオン・キーが無効になるまでの時間（分）
です。

PUBLIC_NAME=/public パブリックな URL名です。 デフォルト値は
/publicです。

BASE_URL=/webtogo Web-to-goが Oracle Application Serverにイン
ストールされているベース URLです。

ADMIN_PORT=8080 Web-to-goサーバーを起動するための管理ポー
トです。

ADMIN_USER=MOBILEADMIN 管理者のユーザー名です。 セキュリティのために
は、この値は設定しないでください。

ADMIN_PASSWORD=MANAGER 管理者のパスワードです。 セキュリティのために
は、この値は設定しないでください。

ADMIN_TNS_NAME=WEBTOGO Web-to-goリポジトリの TNS名です。

ADMIN_JDBC_URL=
jdbc:oracle:thin:
@machine_name:port:SID

Web-to-goリポジトリの JDBC URLです。

APP_TNS_NAME=WTGAPPS Web-to-goアプリケーションの TNS名です（レ
プリケーションの場合のみ）。

APP_JDBC_URL=
jdbc:oracle:thin:
@machine_name:port:SID

Web-to-goアプリケーションの JDBCの URLで
す。

FONT_NAME=Arial Web-to-goのワークスペースのフォントです。

JDBC_USE_THIN_DRIVER=YES Web-to-goで、すべてのデータベース・コール
に JDBC Thin driverまたはWeb-to-goデータ通
信リンクを使用することを要求します。
Web-to-go は、JDBC Thin driverを使用しない
場合は、Web-to-go内部 JDBCドライバを使用し
ます。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 定義定義定義定義
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FILESYSTEM
FILESYSTEM
FILESYSTEMパラメータは、Web-to-go Webサーバーの動作を制御します。

CLIENT_DATABASE クライアント上に作成される Oracleデータベー
ス・ファイルの名前です。 Branch Officeを使用
している場合にのみ有効です。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 定義定義定義定義

TYPE=O8 ファイル・システムの種類です。 

O8 - Oracle8iベースのファイル・システム。

OL - Oracle Liteベースのファイル・システム。

OS - オペレーティング・システムのファイル・
システム。

MIXED - 混在したファイル・システム。

PRIMARY=OL MIXEDモードの場合の主ファイル・システムで
す。

SECONDARY=OS MIXEDモードの場合の副ファイル・システムで
す。

ROOT_DIR=e:¥webtogo¥bin ルート・ディレクトリです。 OSファイル・シス
テムの場合にのみ有効です。

CACHE_SIZE=10 O8ファイル・システムのキャッシュ・サイズで
す（MB単位）。 このフラグは、システムにメモ
リーが十分にある場合以外は使用しないでくだ
さい。

MAX_CONNECTIONS=1 O8ファイル・システムの場合のデータベース接
続数の最大値です。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 定義定義定義定義
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DEBUG
DEBUG
DEBUGパラメータは、Web-to-goサーバーのデバッグ・メッセージを制御します。 

REPLICATION
REPLICATIONパラメータは、Web-to-goレプリケーション・サーバーの動作を制御しま
す。

PUBLIC

PUBLICパラメータは、Web-to-go Webサーバーの動作を制御します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 定義定義定義定義

ENABLE=YES デバッグ・モードを使用可能にします。

MACHINE=host wsh.exeを実行するマシンの名前です。 
Web-to-goはデバッグ出力をこのマシンに送信
します。

Port=100 wsh.exeのデバッグ用ポートのアドレスです。

LOG_FILE=c:¥temp¥t.log デバッグ・メッセージを記録するログ・ファイ
ルです。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 定義定義定義定義

MAX_INSTANCES=10 repagt.exe（レプリケーション・エージェント）
の最大インスタンス数です。

QUEUE_SIZE=20 レプリケーション・キューのサイズです。

クラス名クラス名クラス名クラス名 URL（仮想パス）（仮想パス）（仮想パス）（仮想パス）

myservlet /virtual path

e.g.,  oracle.code.MyServlet= /my servlet
B-4 Web-to-go インプリメンテーション・ガイド



SERVLET_PARAMETERS
SERVLET_PARAMETERS
SERVLETパラメータは、Web-to-go Webサーバーの動作を制御します。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 定義定義定義定義

MY_VAR=MY_VALUE すべてのサーブレットがアクセスできるカスタ
ム・パラメータです。
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SERVLET_PARAMETERS
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Web-to-go サンプル・アプリケーシ
C

Web-to-go サンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーションサンプル・アプリケーション

この付録には、Web-to-goのサンプル・アプリケーションが含まれています。 内容は次のと
おりです。

� 概要

� Sample1 - Hello World

� Sample2 - Query Tool

� Sample3 - Recording Tracker

� Sample4 - Hello Applet

� Sample5 - Company Performance Graph

� Sample6 - Image Gallery
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概要
概要概要概要概要
Web-to-goには 6種類のサンプル・プログラムが含まれており、Web-to-go SDKまたは
Web-to-goサーバーとともに自動的にインストールされます。

Web-to-go SDKからのサンプル・プログラムのアクセスからのサンプル・プログラムのアクセスからのサンプル・プログラムのアクセスからのサンプル・プログラムのアクセス
Web-to-go SDKでは、ブラウザから次の URLにアクセスして、サンプル・プログラムにア
クセスできます。

http://server:7070/

Web-to-go SDKワークスペースがブラウザのウィンドウに表示され、6種類のサンプル・プ
ログラム用の 6つのアイコンが表示されます。 サンプル・プログラムを起動するには、該当
するプログラムのアイコンをクリックします。

Web-to-goサーバーからのサンプル・プログラムのアクセスサーバーからのサンプル・プログラムのアクセスサーバーからのサンプル・プログラムのアクセスサーバーからのサンプル・プログラムのアクセス
Web-to-goサーバーをインストールするとき、次のサンプル・ユーザーが自動的に作成され
ます。

サンプル・ユーザーは、Web-to-goにログオンし、ワークスペース上のサンプル・アプリ
ケーションのアイコンをどれかクリックしてサンプル・プログラムにアクセスできます。

Sample1 - Hello World
Sample1のHello Worldは、単純なHTMLページをブラウザに返すサーブレットです。 
HttpServletの基本的なメソッドを示し、POSTメソッドと GETメソッドの違いを示しま
す。

ユーザーユーザーユーザーユーザー パスワードパスワードパスワードパスワード

john john

jack jack

jane jane
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Sample2 - Query Tool
ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所
ソース・コードの場所は、Web-to-goサーバーとWeb-to-go SDKのどちらをインストール
したかにより異なります。

アプリケーション・ファイルアプリケーション・ファイルアプリケーション・ファイルアプリケーション・ファイル
 Sample1には、次のアプリケーション・ファイルが含まれています。

Sample2 - Query Tool
Sample2の Query Toolは、データベースに対して単純な SQL問合せを実行します。 SQL問
合せの結果は HTMLページに書式化され、ブラウザに返されます。 このサーブレットでは
HTMLテンプレートを使用し、TemplateParserクラスから継承して、HTMLを簡単に生
成します。

ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所
ソース・コードの場所は、Web-to-goサーバーとWeb-to-go SDKのどちらをインストール
したかにより異なります。

インストール・タイプインストール・タイプインストール・タイプインストール・タイプ ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所

Web-to-goサーバー Oracle_Home¥webtogo¥demos¥sample1¥src

Web-to-go SDK Oracle_Home¥wtgsdk¥src¥sample1¥servlets

ファイルファイルファイルファイル 説明説明説明説明

HelloWorld.java HelloWorldサーブレットのソース・コードです。

インストール・タイプインストール・タイプインストール・タイプインストール・タイプ ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所

Web-to-goサーバー Oracle_Home¥webtogo¥demos¥sample2¥src

Web-to-go SDK Oracle_Home¥wtgsdk¥src¥sample2¥servlets

Oracle_Home¥wtgsdk¥root¥sample2¥servlets
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Sample3 - Recording Tracker
アプリケーション・ファイルアプリケーション・ファイルアプリケーション・ファイルアプリケーション・ファイル
 Sample2には、次のアプリケーション・ファイルが含まれています。

Sample3 - Recording Tracker
Sample3の Recording Trackerは、サーブレットを使用してレコード情報でデータベースを
メンテナンスする方法を示します。 このプログラムでは、データベースの検索とレコードの
入力および追跡を実行できます。 レコードは RECORDINGS表に格納されますが、ユーザー
がこの表にアクセスするときに表示されるのはユーザー自身のデータのみです。 

Sample3の使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
オフラインになると、Web-to-goはデータのコピーを保持するスナップショットをローカ
ル・クライアント上に自動的に作成します。 スナップショット定義に副問合せを追加すると、
スナップショットにレプリケートする行を制御できます。 これにより、Web-to-goは各ユー
ザー用の特定の行をローカル・クライアントにレプリケートできます。 Sample3では、John
と Jackは同じデータにアクセスできます。 Janeは専用のデータを表示でき、他のユーザーは
このデータにはアクセスできません。 スナップショットの副問合せの設定についての詳細は、
第 6章「Web-to-goアプリケーションの管理」の「アクセス制御リストの管理」を参照して
ください。 

Sample3のデータベース表のデータベース表のデータベース表のデータベース表
Sample3には、次のデータベース表が含まれています。

� RECORDINGS

� RECORDING TYPES

� TRACKS

 これらのデータベース表は、次のエンティティ・リレーションシップ・ダイアグラムに表示
されます。

ファイルファイルファイルファイル 説明説明説明説明

Sample2.gif ワークスペースに表示されるアプリケーション・アイコンで
す。

Sample2.html アプリケーションの開始ページです。

SQLQuery.html QueryToolサーブレットにより使用される HTMLテンプ
レートです。

QueryTool.java QueryToolサーブレットのソース・コードです。
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Sample3 - Recording Tracker
Sample3のサーブレットのサーブレットのサーブレットのサーブレット
Sample3には、6種類の Javaサーブレットが含まれています。 これらのサーブレットは、
HTMLを生成する 2つの方法を示しています。 DisplayRecordサーブレットは、
oracle.htmlパッケージを使用して HTMLファイル全体を生成します。 
DisplayMasterDetail、ListSearchResultsおよび SimpleListのサーブレットは、
ベース・クラス oracle.lite.web.html.TemplateParserと静的 HTMLテンプレート
を使用して HTMLを生成します。 いずれの場合も、データは DBTableクラスを使用して
HTML形式で表示されます。 データの変更は、汎用サーブレット ProcessFormにより処理さ
れます。このサーブレットは oracle.lite.web.htmlパッケージの一部です。
DeleteDetailと DeleteMasterDetailは、クラス oracle.lite.web.html.DeleteRecords
を拡張しています。これらのサーブレットは、要求を実行してからブラウザを別の URLに
リダイレクトします。

Sample3のリソース・バンドルのリソース・バンドルのリソース・バンドルのリソース・バンドル
Recording Trackerプログラムには、ListResourceBundleクラスを使用してロケール固
有文字列のリソースを管理する方法も示されています。 リソース・バンドル内のテキスト文
字列をすべて切り離すことにより、別の言語に簡単に翻訳できるプログラムや、より多くの
言語サポートを追加できるプログラムを作成できます。 詳細は、SampleResources.java
を参照してください。
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Sample3 - Recording Tracker
ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所
ソース・コードの場所は、Web-to-goサーバーとWeb-to-go SDKのどちらをインストール
したかにより異なります。

アプリケーション・ファイルアプリケーション・ファイルアプリケーション・ファイルアプリケーション・ファイル
 Sample3には、次のアプリケーション・ファイルが含まれています。

インストール・タイプインストール・タイプインストール・タイプインストール・タイプ ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所

Web-to-goサーバー Oracle_Home¥webtogo¥demos¥sample3¥src

Web-to-go SDK Oracle_Home¥wtgsdk¥src¥sample3¥servlets

Oracle_Home¥wtgsdk¥root¥sample3¥servlets

ファイルファイルファイルファイル 説明説明説明説明

EnterSearchCriteria.html 静的 HTMLファイルです。

sample3.gif Web-to-goのワークスペースに表示される Sample3のアイコ
ンです。

sample3.html アプリケーションの開始ページです。

sample3.sql sample3のデータベース・オブジェクトをインストールする
SQLスクリプトです。

master.sql データベース・ユーザーを作成する SQLスクリプトです。 

table.sql sample3のデータベース表を作成する SQLスクリプトです。

nsert.sql sample3のデータベース表にデータを移入する SQLスクリプ
トです。

replication.sql Oracle8iとのレプリケーション用に表を構成する SQLスクリ
プトです。

reporcl7.sql Oracle7とのレプリケーション用に表を構成する SQLスクリ
プトです。

snplog.sql sample3のデータベース表のためのスナップショット・ログ
を作成する SQLスクリプトです。

drop.sql sample3のデータベース表を削除する SQLスクリプトです。

SampeProgram3.java Sample3アプリケーションの静的定義を含むソース・コード
です。
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Sample4 - Hello Applet
Sample4 - Hello Applet
Sample4のHello Appletは、アプレットとサーブレットが相互に通信する方法を示します。 
Javaアプレットが、Web-to-goサーバー上で実行されているサーブレットをコールします。 
このサーブレットは、文字列をアプレットに送信して応答し、この文字列をアプレットが表
示します。

Sample4のサーブレットのサーブレットのサーブレットのサーブレット
Sample4には、サーブレットが 2つ含まれています。 AppServletサーブレットは、ブラウ
ザに対してアプレットを起動するように指示する HTMLを生成します。 このHTMLには、
Web-to-goのセッション情報を含むアプレット・パラメータが含まれています。 
HelloServletは、アプレットとサーブレットの通信の一環としてアプレットによりコー
ルされます。

SampleResources.java サーブレットにより使用される文字列リソースのソース・
コードです。

DisplayMasterDetail.java DisplayMasterDetailサーブレットのソース・コードで
す。

DisplayRecord.java DisplayRecordサーブレットのソース・コードです。

SimpleList.java SimpleListサーブレットのソース・コードです。

ListSearchResults.java ListSearchResultsサーブレットのソース・コードです。

DeleteDetail.java DeleteDetailサーブレットのソース・コードです。

DeleteMasterDetail.java DeleteMasterDetailサーブレットのソース・コードで
す。

DisplayMasterDetail.html DisplayMasterDetailサーブレットにより使用される
HTMLテンプレートです。

ListSearchResults.html ListSearchResultsサーブレットにより使用される
HTMLテンプレートです。

SimpleList.html SimpleListサーブレットにより使用される HTMLテンプ
レートです。

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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Sample5 - Company Performance Graph
ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所
ソース・コードの場所は、Web-to-goサーバーとWeb-to-go SDKのどちらをインストール
したかにより異なります。

アプリケーション・ファイルアプリケーション・ファイルアプリケーション・ファイルアプリケーション・ファイル
 Sample4には、次のアプリケーション・ファイルが含まれています。

Sample5 - Company Performance Graph
Sample5の Company Performance Graph（会社業績グラフ）アプレットは、アプレット内
で JDBCを使用する方法を示します。 このアプレットは、
oracle.lite.web.applet.AppletProxyクラスを使用してデータベースに接続します。
このクラスは、ユーザーの接続モードに基づいて、該当するデータベースにデータベース接
続を自動的に返します。 オンライン・モードの場合、
oracle.lite.web.applet.AppletProxyクラスは接続を Oracle8iに返します。 オフラ
イン・モードの場合またはWeb-to-go SDKを使用している場合、このクラスは接続を
Oracle Liteに返します。

インストール・タイプインストール・タイプインストール・タイプインストール・タイプ ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所

Web-to-goサーバー Oracle_Home¥webtogo¥demos¥sample4¥src

Web-to-go SDK Oracle_Home¥wtgsdk¥src¥sample4¥servlets

Oracle_Home¥wtgsdk¥root¥sample4¥servlets

ファイルファイルファイルファイル 説明説明説明説明

Sample4.gif ワークスペースに表示される Sample4のアイコンです。

Sample4.html アプリケーションの開始ページです。

HelloApplet.java アプレットの Javaソース・コードです。

AppServlet.java AppServletサーブレットの Javaソース・コードです。

HelloServlet.java HelloServletサーブレットの Javaソース・コードです。
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ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所
ソース・コードの場所は、Web-to-goサーバーとWeb-to-go SDKのどちらをインストール
したかにより異なります。

アプリケーション・ファイルアプリケーション・ファイルアプリケーション・ファイルアプリケーション・ファイル
 Sample5には、次のアプリケーション・ファイルが含まれています。

インストール・タイプインストール・タイプインストール・タイプインストール・タイプ ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所

Web-to-goサーバー Oracle_Home¥webtogo¥demos¥sample5¥src

Web-to-go SDK Oracle_Home¥wtgsdk¥src¥sample5¥servlets

Oracle_Home¥wtgsdk¥root¥sample5¥servlets

ファイルファイルファイルファイル 説明説明説明説明

Sample5.gif ワークスペースに表示されるアプリケーション・アイコンで
す。

graph.ahtml アプリケーションの開始ページです。

GraphApplet.java アプレットの Javaソース・コードです。

LW_pfjbean.jar グラフを生成するために使用する図形ライブラリです。

swingall.jar JavaSoftの Swingライブラリです。

sample5.sql sample5のデータベース・オブジェクトをインストールする
SQLスクリプトです。

table.sql sample5のデータベース表を作成する SQLスクリプトです。

insert.sql sample5のデータベース表にデータを移入する SQLスクリプ
トです。

replication.sql Oracle8iを使用するレプリケーション用に表を構成する SQL
スクリプトです。

reporcl7.sql Oracle7を使用するレプリケーション用に表を構成する SQL
スクリプトです。

snplog.sql sample5のデータベース表のためのスナップショット・ログ
を作成する SQLスクリプトです。
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Sample6 - Image Gallery
Sample6の Image Galleryは、LONGデータ型を使用しないでバイナリ・データをデータ
ベースに格納する方法を示します。 サンプル・プログラムがWeb-to-goサーバーにイメージ
をアップロードするとき、イメージは 255バイトのチャンクに分割されます。 この結果、イ
メージは RAWデータ型の列に格納できます。

ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所ソース・コードの場所
ソース・コードの場所は、Web-to-goサーバーとWeb-to-go SDKのどちらをインストール
したかにより異なります。

アプリケーション・ファイルアプリケーション・ファイルアプリケーション・ファイルアプリケーション・ファイル
 Sample6には、次のアプリケーション・ファイルが含まれています。

ファイルファイルファイルファイル 説明説明説明説明

sample6.gif Web-to-goのワークスペースで使用されるアプリケーション
用アイコンです。

loadImage.html イメージをアップロードする HTMLフォームです。

DeleteImage.java DeleteImageサーブレットのソース・コードです。

GetImage.java GetImageサーブレットのソース・コードです。

Upload.java Uploadサーブレットのソース・コードです。

ImageList.java ImageListサーブレットのソース・コードです。

ViewImage.java ViewImageサーブレットのソース・コードです。

RawImage.java RawImageサーブレットのソース・コードです。

ImageList.html ImageListサーブレットにより使用される HTMLテンプ
レートです。

ViewImage.html ViewListサーブレットにより使用される HTMLテンプ
レートです。

sample6.sql sample6のデータベース・オブジェクトをインストールする
SQLスクリプトです。

table.sql sample6のデータベース表を作成する SQLスクリプトです。

replication.sql Oracle8iを使用するレプリケーション用に表を構成する SQL
スクリプトです。
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reporcl7.sql Oracle7を使用するレプリケーション用に表を構成する SQL
スクリプトです。

snplog.sql sample6のデータベース表のためのスナップショット・ログ
を作成する SQLスクリプトです。

drop.sql sample6のデータベース表を削除する SQLスクリプトです。

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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Web-to-go Javaパッケージパッケージパッケージパッケージ

この付録には、Web-to-goの Javaパッケージのサンプルが含まれています。 内容は次のとお
りです。

� oracle.htmlパッケージの使用方法

� oracle.lite.web.htmlパッケージの使用方法
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oracle.htmlパッケージの使用方法パッケージの使用方法パッケージの使用方法パッケージの使用方法
Javaコード内で HTMLを生成するには、oracle.htmlパッケージにあるクラスを使用しま
す。 これらのクラスを使用すると、HTML文字列を生成し、文字列を出力ストリームに書き
込むことができます。

HtmlPageオブジェクトの作成オブジェクトの作成オブジェクトの作成オブジェクトの作成
Oracle.htmlパッケージにあるクラスを使用して HTMLを生成するには、HTMLページの
HEADセクションと BODYセクションを含む HtmlPageオブジェクトを作成します。 ページ
の <TITLE>は、HtmlPageコンストラクタ内に指定するか、または後で HtmlHeadオブ
ジェクトを作成するときに指定します。

HtmlPage htmlpage = new HtmlPage();

<HEAD>領域へのタグの追加領域へのタグの追加領域へのタグの追加領域へのタグの追加
<HEAD>領域にタグを追加するには、HtmlHeadオブジェクトが必要です。 HtmlHeadオブ
ジェクトを取得するには、次のいずれかを実行します。

� HtmlHeadオブジェクトを作成する。

HtmlHead htmlhead = new HtmlHead();
htmlhead.setBase("http://www.newbase.com");

� HtmlPageオブジェクトからオブジェクトを取得する。

htmlpage.getHead().setBase("http://www.newbase.com");

<BODY>タグへのコンテンツの追加タグへのコンテンツの追加タグへのコンテンツの追加タグへのコンテンツの追加
<BODY>タグにコンテンツを追加するには、ページに HtmlBodyオブジェクトが必要です。 
HtmlBodyオブジェクトを取得するには、次のいずれかを実行します。

� HtmlBodyオブジェクトを作成する。

HtmlBody htmlbody = new HtmlBody();

� HtmlPageオブジェクトからオブジェクトを取得する。

htmlbody = htmlpage.getBody();

HTMLページのページのページのページの <BODY>セクションへのタグの追加セクションへのタグの追加セクションへのタグの追加セクションへのタグの追加
oracle.htmlパッケージ内のクラスを使用して、HTMLページの <BODY>セクションにタグ
を追加します。 たとえば、次の行はページにヘッダーを追加します。

htmlbody.Heading(1, "The first heading");
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HTML項目と、対応する Javaクラスのリストは、「HTML要素の Javaクラスへのマッピン
グ」を参照してください。

クラスを使用したクラスを使用したクラスを使用したクラスを使用した HTML生成の例生成の例生成の例生成の例
この項には、クラスを使用して HTMLを生成する例が含まれています。

単純な書式化されていないテキスト単純な書式化されていないテキスト単純な書式化されていないテキスト単純な書式化されていないテキスト
import oracle.html.*;
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class HelloWorld extends HttpServlet {

  public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
    throws ServletException, IOException
  {
   // Set the content type for the response
    res.setContentType("text/html");
    // get the output stream
    ServletOutputStream out = res.getOutputStream();

    // Create an HtmlPage object
    HtmlPage hp = new HtmlPage("Hello World");

    // Add a string object ("Hello World!") to the page
    hp.getBody().addItem("Hello World!");

    // Print header info to output stream
    hp.print(out);
  }
}

このプログラムは次の HTMLを生成します。

Content-type:  text/html

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Hello World</TITLE>

</HEAD>

<BODY>
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Hello World!</BODY>

</HTML>

最初の行は、ユーザー・エージェント（通常はブラウザ）に返される文書の HTTP応答ヘッ
ダーです。

この HTML文書の内容は、 「Hello World!」という簡単な文字列です。

ヘッダーとテキスト属性ヘッダーとテキスト属性ヘッダーとテキスト属性ヘッダーとテキスト属性
Item抽象クラスには、ほとんどのマークアップ・サポートが定義されています。 Item抽象ク
ラスは、ターゲット・オブジェクトの <I>属性を設定する setItal()メソッドや、ター
ゲット・オブジェクトの <EM>属性を設定する setEmphasis()メソッドなどのメソッド
を定義します。 次の例では、Itemクラスの様々なメソッドを使用しています。

import oracle.html.*;
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class HelloWorld extends HttpServlet {

  public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
    throws ServletException, IOException
  {
    // Set the content type for the response
    res.setContentType("text/html");

    // get the output stream
    ServletOutputStream out = res.getOutputStream();

    // Create an HtmlPage object
    HtmlPage hp = new HtmlPage();

    // Get default HtmlBody object from HtmlPage object
    HtmlBody bd = hp.getBody();

    // Add a <H1> to the page
    bd.addItem(new SimpleItem("Welcome! Java programmers!").setHeading(1));

    // Print the text string "Hello World!" in different Heading formats
    for (int i=2; i<5; i++) {
      bd.addItem(new SimpleItem("Hello World!").setHeading(i));
    }

    // Print the string "Java is cool!" in bold
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    bd.addItem(new SimpleItem("Java is cool!").setBold());
    bd.addItem(SimpleItem.LineBreak);

    // Print out the contents of this page
    hp.print(out);

  }
}

次の出力が生成されます。

Content-type:  text/html

<HTML>

<HEAD>

</HEAD>

<BODY>

<H1>Welcome! Java programmers!</H1>

<H2>Hello World!</H2>

<H3>Hello World!</H3>

<H4>Hello World!</H4>

<B>Java is cool!</B><BR>

</BODY>

</HTML>

フォームフォームフォームフォーム
次のコードは、HTMLフォーム・コードを生成します。

// Create a Form object
Form form = new Form("GET", "http://www.myhome.com/wrb/doit");

// Create a TextField object and add it to the form
form.addItem(new TextField("Name"));

// Create a Submit object and adds to form
form.addItem(new Submit("foo", "Submit!"));

// Add the form object to a HtmlBody object
body.addItem(form);
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次の出力が生成されます。

<FORM METHOD="GET" ACTION="http://www.myhome.com/wrb/doit">

<INPUT TYPE=TEXT NAME="Name">

<INPUT TYPE=SUBMIT NAME="foo" VALUE="Submit!">

</FORM>

リストリストリストリスト
次のコードは、順序リストを生成します。

OrderedList orderedlist = new OrderedList(); // Create an OrderedList Object

// Add new items to the list
orderedlist.addItem(new SimpleItem("Item 1"));
orderedlist.addItem(new SimpleItem("Item 2"));

// Add the list object to the body
body.addItem(orderedlist);

次の出力が生成されます。

<OL>

<LI>Item 1

<LI>Item 2

</OL>

表表表表
次のコードは、表を生成します。

DynamicTable tab = new DynamicTable(2); // create a two-column table

// create the rows and add them to the table; assume NUM_ROWS is an integer
TableRow rows[] = new TableRow[NUM_ROWS];
int cellcount=0;
for (int i=0; i< NUM_ROWS; i++) {
 // allocate TableRow
 rows[i] = new TableRow();

 // populate cells with data
 rows[i].

 addCell(new TableDataCell(Integer.toString(++cellcount))).
 addCell(new TableDataCell("foo"));
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 // add the rows to the table
 tab.addRow(rows[i]);

}
// add the table to the body
body.addItem(tab);

次の出力が生成されます。

<TABLE BORDER=1 FRAME=LHS RULES=ALL>

<TR><TD>1</TD><TD>fooga</TD>

<TR><TD>2</TD><TD>fooga</TD>

<TR><TD>3</TD><TD>fooga</TD>

</TABLE>

HTML要素の要素の要素の要素の Javaクラスへのマッピングクラスへのマッピングクラスへのマッピングクラスへのマッピング
次の表は、oracle.htmlパッケージ内の JavaクラスにHTML要素がどのようにマッピン
グされるかを示したものです。

HEAD要素要素要素要素
HEAD要素と Javaクラスのマッピングを次の表に示します。

HTML Javaクラスクラスクラスクラス

<HEAD> HtmlHead

<TITLE> HtmlHeadまたは HtmlPage

<STYLE> Style

<SCRIPT> Script

<ISINDEX>

<BASE>

<META> MetaInfo

<LINK> HeadLink
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BODY要素要素要素要素
BODY要素と Javaクラスのマッピングを次の表に示します。

HTML Javaクラスクラスクラスクラス

<BODY> HtmlBody

<H1>から <H6> Heading

<ADDRESS> Address 

<P> Paragraphまたは SimpleItem

<A href> Link

<A name> Anchor

<IMG> Image

<IMG>（サーバー側のイメージ・
マップ）

Image

<IMG>（クライアント側のイメー
ジ・マップ）

ImageMap

<MAP> ImageMapArea 

<APPLET> Applet

<PARAM> Applet.addParam() 

<BR> LineBreak

<PRE> Preformat

<BLOCKQUOTE> BlockQuote 

<HR> HorizontalRule 

<DIV> 

<CENTER> setAttr(ATTR_ALGN_CENTER) 
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リスト要素リスト要素リスト要素リスト要素
リスト要素と Javaクラスのマッピングを次の表に示します。

表要素表要素表要素表要素
表要素と Javaクラスのマッピングを次の表に示します。

テキスト・レベル要素テキスト・レベル要素テキスト・レベル要素テキスト・レベル要素
テキスト・レベル要素と Javaクラスのマッピングを次の表に示します。

HTML Javaクラスクラスクラスクラス

<UL> UnOrderedList

<OL> OrderedList

<DL> DefinitionList 

<DIR> DirectoryList 

<MENU> MenuList 

<LI> ListItem 

<DT> DefinitionList.addDef 

<DD> DefinitionList.addDef 

HTML Javaクラスクラスクラスクラス

<TABLE> DynamicTable

<CAPTION> DynamicTable.setCaption() 

<TR> TableRow 

<TH> TableHeaderCell 

<TD> TableDataCell 

HTML Javaクラスクラスクラスクラス

<BASEFONT> BaseFont

<FONT> Font

<EM> setAttr(ATTR_PHRASE_EMPHASIS)または setEmphasis() 
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フォーム要素フォーム要素フォーム要素フォーム要素
フォーム要素と Javaクラスのマッピングを次の表に示します。

<STRONG> setAttr(ATTR_PHRASE_STRONG)または setStrongEmphasis() 

<DFN> setAttr(ATTR_PHRASE_DEFINITION)または setDefinition() 

<CODE> setAttr(ATTR_PHRASE_CODE)または setCode() 

<SAMP> setAttr(ATTR_PHRASE_SAMPLE)または setSample() 

<KBD> setAttr(ATTR_PHRASE_KEYBOARD)または setKeyboard()

<VAR> setAttr(ATTR_PHRASE_VARIABLE)または setVariable() 

<CITE> setAttr(ATTR_PHRASE_CITATION)または setCite() 

<TT> setAttr(ATTR_FONT_TELETYPE)または setTeletype() 

<I> setAttr(ATTR_FONT_ITALIC)または setItal() 

<B> setAttr(ATTR_FONT_BOLD)または setBold() 

<U> setAttr(ATTR_FONT_UNDERLINE)または setUnderline() 

<STRIKE> setAttr(ATTR_FONT_STRIKE)または setStrike() 

<BIG> setAttr(ATTR_FONT_BIG)または setFontBig() 

<SMALL> setAttr(ATTR_FONT_SMALL)または setFontSmall() 

<SUB> setAttr(ATTR_FONT_SUB)または setFontSubscript() 

<SUP> setAttr(ATTR_FONT_SUPER)または setFontSuperscript() 

HTML Javaクラスクラスクラスクラス

FORM Form

<SELECT> Select

<OPTION> Option

<TEXTAREA> TextArea 

<INPUT type=checkbox  CheckBox 

<INPUT type=password  PasswordField 

<INPUT type=text  TextField 

HTML Javaクラスクラスクラスクラス
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その他の要素その他の要素その他の要素その他の要素
その他の要素と Javaクラスのマッピングを次の表に示します。

<INPUT type=radio  Radio 

<INPUT type=submit  Submit 

<INPUT type=reset  Reset 

<INPUT type=hidden  Hidden 

<INPUT type=file  File

<INPUT type=image  Image

HTML Javaクラスクラスクラスクラス

<!-- ... --> Comment

<FRAME> Frame 

<FRAMESET> Frameset

<EMBED> Embed 

<OBJECT> XObject 

<LINK> HeadLink

HTML Javaクラスクラスクラスクラス
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oracle.htmlパッケージのクラス階層パッケージのクラス階層パッケージのクラス階層パッケージのクラス階層
oracle.htmlパッケージ内の主なクラスを次に示します。

IHtmlItemインタフェースインタフェースインタフェースインタフェース
IHtmlItemインタフェースは、HTMLコンポーネントの基本的な要件と動作を定義しま
す。 このインタフェースのデフォルト実装は IHtmlItemImplクラスです。 このクラスは、
実質的にこのパッケージ内にある他の全クラスのベース・クラスとして機能します。 また、
このパッケージ内の HTMLコンポーネントを様々な形で処理できます。 このインタフェース
は、コンポーネントの内容を文字列オブジェクトに変換するメソッド（toString）と、オ
ブジェクトの内容を HTMLとして任意の出力ストリーム・オブジェクトに書き込むメソッ
ド（print()）も定義します。 カスタム・オブジェクトには、このパッケージを利用できる
ように、すべてこのインタフェースを実装する必要があります。

Item抽象クラス抽象クラス抽象クラス抽象クラス
oracle.htmlパッケージのもう 1つの基本的なクラスは Item抽象クラスです。 このクラスは、
マークアップ・コンポーネントとみなすことができるすべてのコンポーネントに、マーク
アップ機能を提供します。 たとえば、SimpleItemオブジェクト（文字列を処理するオブ
ジェクト）は Itemのサブクラスで、色やフォント・サイズなどのマークアップ・コンポー
ネントに関連する機能を持っています。

CompoundItemクラスとクラスとクラスとクラスと Containerクラスクラスクラスクラス
2つの主なコンテナ・クラス CompoundItemと Containerは、包含関係により他の
HTMLコンポーネントと関係のある複雑なHTMLコンポーネントに対して、基本的なイン
フラを提供します。 クラス CompoundItemはクラス Itemから導出されます。つまり、この
型のオブジェクトは、Itemクラスにより提供されている多数のマークアップ機能も継承しま
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す。 このパッケージにある他のクラスの多くは、このクラスからの機能を使用または継承し
ます。 これに比べて、Containerクラスは CompoundItemをコンパクトにしたもので、Item
クラスから導出されたものではありません。 このため、このタイプのオブジェクトにはオー
バーヘッドが少ないという利点がありますが、マークアップ機能には欠けます。 Container
クラスから導出されるクラスの主なものとしては、HtmlBodyや ImageMapがあります。

HTMLページとオブジェクトの作成ページとオブジェクトの作成ページとオブジェクトの作成ページとオブジェクトの作成
HTMLページを動的に作成するには、（ほとんどの場合）次のクラスからオブジェクトのイ
ンスタンスを生成する必要があります。

� HtmlHead

� HtmlBody

� HtmlPage

スタイル・シート・サポートを追加するために、Styleクラスと StyleElementクラスを使用
することがあります。 Oracleでは、CSS1（カスケード・スタイル・シート 1）を容易に実装
できるように、様々なコンポーネント（クラス Itemや HtmlHeadなど）へのフックを提供
しています。

このパッケージ内のクラスの多くでは、HTMLオブジェクトを簡単に作成できるようになっ
ています。 HTMLを使い慣れていないユーザーは、次のクラスの使用をお薦めします。

� List

� Form

� TABLE（または DynamicTable）

場合によって、既存の HTMLタグの属性をグループ化する手段としてインタフェースを使
用することがあります。 このようなインタフェースの目的は、Javaプログラマが各種属性の
値を容易に指定できるようにすることです。 このようなインタフェースの例としては、
IVAlignと ITableRulesがあります。 

oracle.htmlパッケージの継承パッケージの継承パッケージの継承パッケージの継承
CompoundItemクラスまたは Containerクラスからコンポーネントを導出して、独自の
HTMLコンポーネントを作成できます。 特定のレイアウト・スタイルを定義し、それをテン
プレートして使用するようなハイレベルな HTMLクラスを作成できます。 たとえば、会社の
ロゴ、ホーム・ページへのハイパーリンク、さらに著作権表示へのハイパーリンクを持つ
CompanyBannerクラスを作成できます。 会社のバナー広告を含めたいときは、
CompanyBannerオブジェクトを作成し、会社ロゴの GIFファイルとハイパーリンク用の 2
つの URLを指定します。 CompanyBannerクラスのサンプルを次に示します。

class CompanyBanner extends CompoundItem {
        // Constructor takes an image and 2 links as arguments
        public CompanyBanner (String logoGIF, String homepageLink,
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                              String copyrightLink) {
                addItem(new Link(homepageLink,
                new Image(logoGIF, "Company Logo", IVAlign.TOP, true)));
                addItem(new Link(copyrightLink, "Copyright Notice"));
        }
}

これで、CompanyBannerをソース・コードに追加するだけで HTMLが生成されます。

// Add a company banner
bd.addItem(new CompanyBanner("img/oracle.gif", "http://www.oracle.com",
                                               
"http://www.oracle.com/copyright.html");

演算ロジックを含む HTMLクラスを作成することもできます。 たとえば、顧客の購入情報を
データベースから問い合せた結果を HTML形式で出力する BalanceSheetクラスを作成で
きます。 顧客の貸借対照表の作成は、BalanceSheetオブジェクトのインスタンスを生成し
て顧客の IDを指定するのみで済みます。 次に BalanceSheet項目を HtmlPageに追加し
ます。

動的コンテンツの使用方法動的コンテンツの使用方法動的コンテンツの使用方法動的コンテンツの使用方法
oracle.htmlパッケージを使用すると、静的 HTMLページに動的コンテンツを追加できます。 
これを行うには、標準の HTMLツールまたはテキスト・エディタを使用して HTMLページ
を作成し、この HTMLページ上の動的コンテンツを挿入する箇所に次のタグを挿入します。

<WRB_INC NAME="dynItem1" VALUE="defaultValue">

この種の HTMLページはテンプレートと呼ばれます。 テンプレートはWeb-to-goアプリ
ケーション・リポジトリに格納できます。 Javaサーブレットで、パッケージ
oracle.lite.web.htmlの WebToGoHtmlFileクラスを使用して HTMLテンプレートを
インポートし、setItemAt()メソッドを使用して <WRB_INC>タグを動的データに置き換
えます。 setItemAt()メソッドは 2つの引数をとります。 <WRB_INC>タグの識別子と、
その場所に挿入する動的データです。

これには利点が 2つあります。 

� 好みの HTMLエディタを使用して HTMLページの外観や動作を作成できる。 

� Javaサーブレット・コードを変更しなくても、HTMLページ上の静的データを変更でき
る。 

次の例は、2つの <WRB_INC>タグを持つ静的 HTMLページを示します。この 2つのタグ
は、ユーザーの名前とそのユーザーがショッピング・カートに入れている品目をリストする
表に置き換えられます。 この例は次の 3つのファイルで構成されています。 
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1. Javaサーブレットを起動する HTMLファイル。 このファイルには、ユーザーの名前を
入力するフォームが含まれています。 このフォームは POSTメソッドを使用してサブ
ミットされます。

     <html>

       <head>

       <title>Login</title>

       </head>

       <body>

         <H1>Login page</H1>

         <form action="/Servlets/shop" method="post">

           <p>Username

           <input type=text name="userName">

           <p>

           <input type=submit name="submit" value="Log in">

        </form>

       </body>

     </html>

2. Javaサーブレットにより読み取られ、<WRB_INCタグ >を動的データに置き換える
HTMLテンプレート・ファイル。 

     <HTML>

     <HEAD>

     <TITLE>Items in Shopping Cart</TITLE>

     </HEAD>

     <BODY>

     <P>Hello

     <WRB_INC NAME="user_name" VALUE="Unable to determine your name">

     <P>You have the following items in your shopping cart:

     <P>

     <WRB_INC name="cart_contents" VALUE="Unable to get shopping cart contents">

     <p>
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     </BODY>

     </HTML>

3. Javaサーブレットそのもの。 

     import oracle.html.*; 
     import java.io.*; 
     import javax.servlet.*; 
     import javax.servlet.http.*; 
     import oracle.lite.web.servlet.*; 
     import oracle.lite.web.html.*; 

     public class shop extends HttpServlet  
     { 
      
         // Implement doPost() method to handle HTTP POST requests 
         public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) 
         throws ServletException, IOException 
         { 

             // Retrieve the User Profile from the HttpRequest 
             OraHttpServletRequest ora_request    = (OraHttpServletRequest) req; 
             OraUserProfile        oraUserProfile = ora_request.getUserProfile(); 

             // Set the content type for the response 
             res.setContentType("text/html"); 

             // get the output stream 
             ServletOutputStream out = res.getOutputStream(); 

             // Get the servlet context
             ServletContext servletContext = getServletContext();

             // Create a new HTML Page based upon the template file in the 
repository
             HtmlPage hp = new WebToGoHtmlPage(
                     new WebToGoFile(servletContext, "/templates/cart.html"));

             // get user name from query string 
             String user = req.getParameterValues("userName")[0]; 

             // Substitute the WRB_TAB with the username 
             hp.setItemAt("user_name", new SimpleItem(user)); 

             // add OrderedList 
             OrderedList ol = new OrderedList(); 
             ol.addItem(new SimpleItem("hats")); 
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             ol.addItem(new SimpleItem("gloves")); 
             ol.addItem(new SimpleItem("glasses")); 
             ol.addItem(new SimpleItem("jackets")); 

             // Substitute the WRB_TAB with the list 
             hp.setItemAt("cart_contents", ol); 

             // Print the HTML page to the output stream 
             hp.print(out); 
         } 
     }

oracle.lite.web.htmlパッケージの使用方法パッケージの使用方法パッケージの使用方法パッケージの使用方法
TemplateParserクラスを使用すると、静的 HTMLテンプレートに基づく HTMLページ
の作成プロセスが簡単になります。 TemplateParserクラスを拡張するサーブレットを作
成する場合に必要なことは、動的 HTMLを作成する Javaコードの作成のみです。 HTMLテ
ンプレートのタグを動的 HTMLに置き換える Javaコードを作成する必要はありません。

TemplateParserクラスを使用したクラスを使用したクラスを使用したクラスを使用した HTMLテンプレートの処理テンプレートの処理テンプレートの処理テンプレートの処理
次のコードでは、oracle.htmlパッケージの「動的コンテンツ」の項で説明したショッピ
ング・カートの例を使用し、TemplateParserクラスを使用してこの例を変更しています。

import oracle.html.*;
import oracle.lite.web.html.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class shop extends TemplateParser {

 // Return the full path to the template file
 public String getFileName(HttpServletRequest req)
 {
 return "/templates/cart.html";
 }

 // return an array with tag names that need to be replaced

 public String[][] getWRB_TAGS(HttpServletRequest req)
 {
 return new String[][]
 {
 // tag name  error message  method
 { "user_name", "Error obtaining UserName", "getUserName"},
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 { "cart_contents", "Error obtaining Order List", "getList"}
 };
 }

 // get the user name from the HTTP request
 public String getUserName(HttpServletRequest req)
 {
 return getSingleParameterValue(req, "userName");
 }

 // Create a list with ordered items
 public String getList(HttpServletRequest req)
 {
 OrderedList ol = new OrderedList();
 ol.addItem(new SimpleItem("hats"));
 ol.addItem(new SimpleItem("gloves"));
 ol.addItem(new SimpleItem("glasses"));
 ol.addItem(new SimpleItem("jackets"));
 return ol.toHTML();
 }
}

TemplateParserクラスは抽象クラスであるため、サブクラスでは 
getFileName(HttpServletRequest req)および
getWRB_TAGS(HttpServletRequest req)という 2つのメソッドを実装する必要があり
ます。 

これらのメソッドの詳細は、『Oracle Web-to-go APIリファレンス』を参照してください。 

実際の動的 HTMLを生成し HTMLを文字列として返すメソッドは、すべてクラスで実装す
る必要があります。 このようなメソッドは、サーブレットが POST要求または GET HTTP要
求を処理するときに自動的にコールされます。 各メソッドには次のシグネチャが必要です。

public String methodName(HttpServletRequest req)

前述の例では、 getUserName()および getList()という 2つのメソッドが、動的 HTML
コンテンツを生成するように実装されています。

メソッドメソッドメソッドメソッド 機能機能機能機能

getFileName() HTMLテンプレート・ファイルへのフル・パスを返します。

getWRB_TAGS() WRB_INCタグ名からメソッド名へのマッピングを含む 2次元の文
字列配列を返します。 これらのメソッドでは、WRB_TAGタグを置
き換える動的コンテンツを生成する必要があります。
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DBTableを使用したデータベース・データの表示を使用したデータベース・データの表示を使用したデータベース・データの表示を使用したデータベース・データの表示
DBTableクラスを使用すると、データベース・データの取出しと表示が簡単に行えます。 
データを読取り専用またはテキスト・フィールドとして表示すると、ユーザーがデータを変
更できます。 DBTableオブジェクトがリンクされるデータベース表は、常に 1つのみです。 
DBTableオブジェクトが toHTML()メソッドを使用して出力されると、データ・フィール
ドの説明を含む非表示 HTMLが自動的に生成されます。 DBTableオブジェクトが HTML
フォームに含まれている場合、このフォームはサーブレット ProcessFormにより自動的に
処理されます。このサーブレットは、データ内の変更をすべて対応するデータベース表に適
用します。 たとえば、次のとおりです。

import oracle.html.*;
import oracle.lite.web.html.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import java.sql.*;

public class DisplayEmp extends TemplateParser
{

 // Return the full path to the template file in
 // the Web-to-go repository
 public String getFileName(HttpServletRequest req)
 {
 return "/templates/emp.html";
 }

 // return an array with tag names that need to be replaced

 public String[][] getWRB_TAGS(HttpServletRequest req)
 {
 return new String[][]
 {
 // tag name  error message  method
 { "emp_table", "Error obtaining EMP table", "showEmp"}
 };
 }

 // Create a list with ordered items
 public String showEmp(HttpServletRequest req)
 {
 DBTable dbTable = new DBTable("EMP");

 // Add a primary key column.
 dbTable.addColumn(new DBPrimaryKey("empno", java.sql.Types.NUMERIC, "","")
);
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 // Add a regular column that is visible and updateable
 dbTable.addColumn(new DBColumn("ename", java.sql.Types.VARCHAR,"Employee Name" )

 .setUpdate(true).setVisible(true));

 // Set the orientation of each record
 dbTable.setOrientation(DBTable.HORIZONTAL);

 // Draw a border around the data
 dbTable.setBorder(1);

 // Obtain a database connection using the class method retrieveConnection()
 Connection conn;
 try
 {
 conn = retrieveConnection(req);

 }
 catch (SQLException e)
 {
 // Return an HTML text containing the error message
 return "<br>"+"Error: "+e.getMessage();

 }

 // Fetch data and return it as a string
 return FetchAndFormatData(conn, dbTable);
 }
}

emp.html
テンプレート・ファイル EMP.HTMLを次に示します。

<HTML>

 <HEAD>

 <TITLE>Display EMP</TITLE>

 </HEAD>

 <BODY>

 <FORM ACTION="/Servlets/ProcessForm" METHOD="POST" >

 <br>

 <P>Emp table: </p>

 <P>
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 <WRB_INC NAME="emp_table" VALUE="Error: No method found to create emp 
table">

 </P>

 <input type=submit>

 <input type=hidden name=on_success value="/success.html">

 </FORM>

 </BODY>

</HTML>

このサーブレットは、EMP表から次の出力を生成します。

ProcessFormを使用したデータの処理を使用したデータの処理を使用したデータの処理を使用したデータの処理
ProcessFormサーブレットは、DBTableクラスにより生成されたデータを含む HTML
フォームを自動的に処理します。 更新と挿入は自動的に検出され、基になっているデータ
ベース表に適用されます。 このサーブレットは、フォームを処理した後、フォーム変数 on_
successの値を取得します。 この値は URLとみなされ、ProcessFormサーブレットは、そ

Employee Name

SMITH

ALLEN

WARD

JONES

MARTIN

BLAKE

CLARK

SCOTT

KING

TURNER

ADAMS

JAMES

FORD

MILLER
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の URLからリフレッシュするように指示したHTMLをブラウザに返します。 開発者はこの
メカニズムを使用して、HTMLフォームの解析後に実行するアクションを指定できます。

前の項で、DBTableクラスを使用して生成された HTMLフォームの例を説明しました。 こ
のフォームは、サブミット時に ProcessFormサーブレットを使用して自動的に処理されま
す（HTMLテンプレートの FORM ACTIONに注意）。 処理後、ブラウザは URL
「/success.html」をロードします。

DeleteRecordsサーブレットを使用したレコードの削除サーブレットを使用したレコードの削除サーブレットを使用したレコードの削除サーブレットを使用したレコードの削除
DeleteRecordsクラスにより、1つ以上の表からレコードを削除するプロセスが簡単にな
ります。 DeleteRecordsクラスを継承する独自のサーブレットを作成すると、文やエラー
処理に時間を費やす必要がなく、SQL構文にのみ集中できます。

ユーザー定義のサーブレット DeleteEMPはクラス DeleteRecordsの継承ですが、これは
次の URLから起動できます。

http://server_name/DeleteEMP?id=102

DeleteRecordsクラスは抽象クラスであるため、サブクラスでは getCommands()メソッ
ドと onSuccess()メソッドを実装する必要があります。

これらのメソッドの詳細は、Web-to-go APIを参照してください。 

例例例例
EMP表の行を削除するサーブレットの例を次に示します。

import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import oracle.lite.web.html.*;

public class DeleteEMP extends DeleteRecords
{
 // Build the SQL delete commands

 public String[] getCommands(String id)
 {
 String[] commands = new String[1];

メソッドメソッドメソッドメソッド 機能機能機能機能

getCommands() スーパークラスにより実行される SQLの DELETEコマンドの配列
を返します。

OnSuccess() SQL文が正常に実行された後にコールされます。
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 commands[0] = "delete from emp where empno="+id;
 return commands;
 }

 // This method is called automatically by the super class after executing
 // the SQL commands.
 public void onSuccess(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
 throws ServletException, IOException
 {
 // Set the output stream type
 res.setContentType("text/html");
 ServletOutputStream out = res.getOutputStream();
 // Return the HTML to the browser
 out.print("Records deleted" );
 }
}

マスターマスターマスターマスター /ディテール・フォームの作成と処理ディテール・フォームの作成と処理ディテール・フォームの作成と処理ディテール・フォームの作成と処理
マスター /ディテール表は、DBTableクラスと DBDetailTableクラスを使用して Java
サーブレットからアクセスできます。 これらのクラスは基になるデータベース表からデータ
を取り出し、このデータを HTML形式で表示します。 これらのクラスを使用すると、基にな
るデータベース表に対してデータの表示、更新、挿入を行えるマスター /ディテール
HTMLフォームを簡単に作成できます。 HTMLフォームの処理に
ProcessMasterDetailFormサーブレットが使用されると、表のメタ情報を含む非表示
フィールドが自動的に生成され使用されます。

ProcessMasterDetailFormはデータの中または新規データ行の中の変更を検出します。 
このサーブレットは正しい SQL文を作成し、この文を実行して基になるデータベース表に
データの変更を適用します。 新規マスター・レコードと新規ディテール・レコードに対して
同時に挿入が実行される場合でも、マスターとディテールとの間の外部キー・リレーション
シップは自動的にメンテナンスされます。

マスター /ディテール・フォームを生成するコードの例は、Web-to-go APIの
「DisplayMasterDetail.java.html」を参照してください。
Web-to-go Javaパッケージ D-23



oracle.lite.web.htmlパッケージの使用方法
D-24 Web-to-go インプリメンテーション・ガイド



用語集用語集用語集用語集

3層層層層Webモデル（モデル（モデル（モデル（three-tier Web model））））

クライアント、中間層およびサーバーを含むインターネット・データベース構成。
Web-to-goアーキテクチャは 3層Webモデルに準拠しています。 Web-to-goクライアント、
Oracle Applilcation Serverおよび Oracle8iデータベース・サーバーが含まれます。

Apache Server

National Center for Supercomputing Applications（NCSA）から発表されたパブリック・ド
メインの HTTPサーバー。

Javaアプレット（アプレット（アプレット（アプレット（Java applet））））

ブラウザで実行される小規模なアプリケーションで、動的コンテンツを追加することにより
HTMLページの機能を拡張します。

JavaServerページ（ページ（ページ（ページ（JavaServer page））））

JavaServerページ（JSP）は、開発者がページの基になるコンテンツを変更せずにページの
レイアウトを変更するためのテクノロジです。 HTMLと Javaコードを使用する JSPは、動
的コンテンツとビジネス・ロジックを融合したプレゼンテーションを可能にします。 

Java Servlet Development Kit

Javaサーブレットの開発のために JavaSoft社が提供しているツール。 

Java Web Server Development Kit

Java Web Server Development Kit 1.0.1は、JavaServerページ（JSP）と Javaサーブレット
の開発のために JavaSoft社が提供しているツール。

Javaサーブレット（サーブレット（サーブレット（サーブレット（Java servlet））））

Javaで作成されているプロトコルで、プラットフォームから独立したサーバー側コンポーネ
ント。 Javaサーブレットは Java対応のサーバーを動的に拡張し、要求 -応答方式を使用して
作成されたサービスのための汎用フレームワークを提供します。
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JDBC

JDBC（Java Database Connectivity）は Javaクラスの標準セットで、リレーショナル・デー
タに対してベンダー固有のアクセスを提供します。 JDBCクラスは ODBCをモデルにしたも
ので、複数データベースへの同時接続、トランザクション管理、単純問合せ、バインド変数
によるコンパイル済文の操作、ストアド・プロシージャへのコールなどの標準機能を提供し
ます。 JDBCでは、静的 SQLと動的 SQLの両方がサポートされます。

LEAPFROGシーケンス（シーケンス（シーケンス（シーケンス（leapfrog sequence））））

LEAPFROGシーケンスは、Web-to-goがサポートする 2つのシーケンスのうちの 1つで、
オフライン・モードのWeb-to-goクライアントに対して一意の主キー値を提供するために使
用します。 LEAPFROGシーケンスの初期値はクライアントごとに異なり、各シーケンスの
増分は最大クライアント数より大きい値に設定されます。

MIME

MIME（Multipurpose Internet Mail Extensions）は、メッセージの内容を記述するためにイ
ンターネット上で使用されるメッセージ形式。 MIMEは、HTTPサーバーが配布対象ファイ
ルのタイプを記述するために使用します。

MIMEタイプ（タイプ（タイプ（タイプ（MIME type））））

MIME（Multipurpose Internet Mail Extensions）により定義されているファイル形式。

ODBC

ODBC（Open Database Connectivity）はMicrosoftの標準で、様々なプラットフォーム上で
のデータベース・アクセスを可能にします。 Web-to-goクライアント上では、トラブル
シューティング用に ODBCサポートを使用可能にします。 ODBCサポートを使用すると、
ローカルな Oracle Liteデータベースに格納されているWeb-to-goクライアントのデータを
表示できます。 この情報を表示するには、SQL*Plusを使用します。

Oracle8i

Web-to-goサーバーのデータベース・コンポーネント。 Web-to-goクライアントがオンライ
ン・モードのときは、アプリケーションとデータは Oracle8iに格納されます。

Oracle Application Server

Web-to-goの 3層Webモデルのアプリケーション・サーバー層。

Oracle Lite

Web-to-goクライアントのデータベース・コンポーネント。 Web-to-goクライアントがオフ
ライン・モードのときは、アプリケーションとデータは Oracle Liteに格納されます。

SQL*Plus

Oracle Liteデータベースに接続してデータにアクセスするツール。 SQL*Plusを使用するに
は、ODBCサポートを使用可能にしておく必要があります。
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Web-to-go

Oracle Web-to-goは、Webベースのモバイル・データベース・アプリケーションを開発し
配布するためのフレームワーク。Web-to-goには、Web-to-goクライアント、Web-to-go
サーバーおよび Oracle8iで構成される 3層データベース・アーキテクチャが含まれます。 
Web-to-goはサーバーから集中的に管理され、Web-to-goアプリケーションは、Web-to-go
がサーバーに接続されているとき（オンライン）も、サーバーから切断されているとき（オ
フライン）も実行可能です。 Web-to-goは、オフラインのときはデータをローカルにキャッ
シュし、オンラインに戻ったときに、データをサーバーと同期化させます。

Web-to-go SDK

Web-to-goソフトウェア開発キット（SDK）を使用すると、アプリケーション開発者は、
Javaサーブレット、JavaServerページ（JSP）または Javaアプレットで構成される
Web-to-goアプリケーションの開発とデバッグを行えます。

Web-to-goクライアント（クライアント（クライアント（クライアント（Web-to-go client））））

Web-to-goの 3層Webモデルのクライアント層。 Web-to-go Web サーバーと Oracle Lite
データベースが含まれます。オフライン・モードに切り替わると、Web-to-goはユーザーの
アプリケーションとデータを Oracle Liteにレプリケートします。オンラインに戻ると、
Web-to-goはデータの変更を Oracle8iにレプリケートします。

Web-to-goサーバー（サーバー（サーバー（サーバー（Web-to-go server））））

Web-to-goの 3層モデルのアプリケーション・サーバー層に常駐し、データベース・サー
バー内でのWeb-to-goクライアントからのデータ変更要求を処理します。 Web-to-goサー
バーは、Oracle Application Server、Apache ServerおよびスタンドアロンのWeb-to-go
サーバーとともに実行されるように構成できます。 

Web-to-goリポジトリ（リポジトリ（リポジトリ（リポジトリ（Web-to-go repository））））

Oracle8iに常駐する仮想ファイル・システムです。 このリポジトリは、すべてのアプリケー
ション・ファイルとアプリケーション定義を含む永続リソース・リポジトリです。

WINDOWシーケンス（シーケンス（シーケンス（シーケンス（window sequence））））

WINDOWシーケンスは、Web-to-goがサポートする 2つのシーケンスのうちの 1つで、オ
フライン・モードのWeb-to-goクライアントに対して一意の主キー値を提供するために使用
します。 WINDOWシーケンスには、一意の値範囲が含まれます。 他のクライアントと値の
範囲は重複しません。 クライアントがシーケンスの範囲内の値をすべて使用すると、
Web-to-goは新しい一意の値範囲を持つシーケンスを再び作成します。

オフライン・モード（オフライン・モード（オフライン・モード（オフライン・モード（offline mode））））

Web-to-goクライアントがWeb-to-goサーバーから接続が切断されている状態。 オフライ
ン・モードのとき、Web-to-goクライアント・アプリケーションはローカルで実行され、
データは Oracle Liteに格納されます。 「オンライン・モード（online mode）」も参照。
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オンライン・モード（オンライン・モード（オンライン・モード（オンライン・モード（online mode））））

Web-to-goクライアントがWeb-to-goサーバーに接続されている状態。 「オフライン・モー
ド（offline mode）」も参照。

コントロール・センター（コントロール・センター（コントロール・センター（コントロール・センター（Control Center））））

Web-to-goコントロール・センターはブラウザ内で実行されるWebベースのアプリケー
ションで、これを使用するとWeb-to-goアプリケーションとそのユーザーの管理が容易にな
ります。 管理者はコントロール・センターを使用して、ユーザーまたはクループに対するア
クセス権の付与と取消し、スナップショット・テンプレート変数の変更、Web-to-goからの
アプリケーションの削除などの機能を実行します。

サイト（サイト（サイト（サイト（site））））

Web-to-goは、Web-to-goクライアント上の各ユーザーに対してデータベースを作成します。 
このデータベースはサイトと呼ばれます。 1つのWeb-to-goクライアントに複数のサイトを
含められますが、サイトは 1人のユーザーに 1つのみ可能です。 ユーザーは、異なる
Web-to-goクライアント上に複数のサイトを所有できます。

シーケンス（シーケンス（シーケンス（シーケンス（sequence））））

シーケンス（順序）番号を生成するスキーマ・オブジェクト。 シーケンスを作成した後は、
シーケンスを使用してトランザクション処理のための一意のシーケンス番号を生成できま
す。 トランザクションがシーケンス番号を生成する場合、トランザクションをコミットする
かロールバックするかにかかわらず、その後でシーケンスが即座に増分されます。 
「WINDOWシーケンス（window sequence）」および「LEAPFROGシーケンス（leapfrog 

sequence）」も参照。

スナップショット（スナップショット（スナップショット（スナップショット（snapshot））））

スナップショットは、Web-to-goが Oracleデータベースからリアルタイムで取得するアプリ
ケーション・データのコピーで、オフラインになる前にクライアントにダウンロードされま
す。 スナップショットは、データベース表全体のコピー、または表の行のサブセットのコ
ピーです。 ユーザーが初めてオンラインからオフラインに切り替えるとき、Web-to-goはク
ライアント・マシン上にスナップショットを自動的に作成します。 その後、オンラインまた
はオフラインに切り替えるたびに、Web-to-goはスナップショットの複雑さに応じて、ス
ナップショットを最新のデータでリフレッシュするか、または全体を再作成します。

接続（接続（接続（接続（connected））））

サーバーに接続されているユーザー、アプリケーションまたはデバイスを指す一般的な用
語。 Web-to-goクライアントは、オンライン・モードのときに「接続」されています。

切断（切断（切断（切断（disconnected））））

サーバーに接続されていないユーザー、アプリケーションまたはデバイスを指す一般的な用
語。 Web-to-goクライアントは、オフライン・モードのときに「切断」されています。 
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データベース・サーバー（データベース・サーバー（データベース・サーバー（データベース・サーバー（database server））））

Web-to-goの 3層Webモデルの 3番目の層。 アプリケーション・データを格納します。

同期（同期（同期（同期（synchronization））））

Web-to-goがWeb-to-goクライアントと Oracle8i間のデータをレプリケートするために使用
するプロセス。オフライン・モードに切り替えると、Web-to-goはユーザーのアプリケー
ションとデータを Oracle Liteにレプリケートします。 オンラインに戻ると、Web-to-goは
データの変更を Oracle8iにレプリケートします。

パブリッシュ・ウィザード（パブリッシュ・ウィザード（パブリッシュ・ウィザード（パブリッシュ・ウィザード（Publish Wizard））））

管理者がWeb-to-goアプリケーションをWeb-to-goリポジトリにパブリッシュするために使
用できるグラフィカル・ツール。 管理者はパブリッシュ・ウィザードを使用して、新しい
Web-to-goアプリケーションを作成したり、既存のアプリケーション定義を編集できます。

モードの切替え（モードの切替え（モードの切替え（モードの切替え（switching modes））））

Web-to-goクライアントがオフラインに切り替えたりオンラインに戻るために使用するプロ
セス。 Web-to-goクライアントがオフライン・モードに切り替わると、オフラインで作業す
るために必要なすべてのアプリケーションとデータが Oracle Liteにダウンロードされます。 
Web-to-goクライアントがオンラインに戻ったときに、Oracle Liteに対するデータ変更を
Oracle8iと同期化させます。

レジストリ（レジストリ（レジストリ（レジストリ（registry））））

レジストリには、Web-to-goの名前と値の一意のペアが含まれます。 レジストリの名前はす
べて一意であることが必要です。 

レプリケーション（レプリケーション（レプリケーション（レプリケーション（replication））））

分散データベース・システムを構成する複数のデータベース内で、データベース・オブジェ
クトをコピーしメンテナンスするプロセス。 1つのサイトに適用された変更が取得されロー
カルに格納されてから、各リモート・サイトに転送され適用されます。 レプリケーションは、
共有データに対する高速のローカル・アクセスをユーザーに提供し、データ・アクセスの代
替オプションを提供してアプリケーションの使用を保護します。 1つのサイトが使用不能に
なっても、残りのサイトに対して問い合せたり更新できます。

レプリケーションの競合（レプリケーションの競合（レプリケーションの競合（レプリケーションの競合（replication conflict））））

レプリケーションの競合は、1つのデータに対して矛盾する変更が加えられるときに発生し
ます。Web-to-goでは、切断されているクライアント用のシーケンス値を使用して、レプリ
ケーションの競合を回避します。

ワークスペース（ワークスペース（ワークスペース（ワークスペース（workspace））））

Web-to-goアプリケーションへのアクセスをユーザーに提供するWebページ。 Web-to-go
は、Web-to-goにログインした後に、ユーザーのブラウザ内にワークスペースを生成しま
す。 ワークスペースには、ユーザーが使用できるすべてのアプリケーションのアイコン、リ
ンクおよび説明が表示されます。アプリケーションを使用できるようになるのは、管理者が
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アプリケーションをWeb-to-goシステムにパブリッシュし、ユーザーに対してアクセス権を
付与した後です。
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	ステップ2: アプリケーション・コードの作成�Ā�耂죙愁���細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁ᒛ鼀眕儀ἀ�耂ἀ�荘荥荢荶ㄺ⁏牡捬攠䱩瑥苖苌荦腛荞荸腛荘腅草荵᐀���偵朁偵朁삛鼀�᐀�᐀�᐀�쌤耂偵朁쌤�ᢞ鼀ւ倀偵朁쌤�Ā耂쌤耂�ἀ�斃倀ἀ�쌤耂쌤耂���䢛鼀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��쳺鼀鼀〲䍖��朁ἀ�和攀봁鱞愁씊�䒜鼀㨲䬀偵朁��㲜鼀Ā���Ԁ�㢠鼀����Ԁ�䒜鼀Ԁ�����᐀�᐀�⸀�㒝鼀쵠䬀偵朁쌤�Ā�Ā���췣��Ԁ�퀴愁Ԁ�씊�和攀炝鼀ꙡ䬀偵朁��ズ朁Ԁ�勤�ì搀°朁ꠊ攀�溗嬀鲰朁㰀�
	ステップ3: アプリケーションのコンパイル��Ā�耂죙愁��梘鼀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁꒘鼀眕儀ἀ�耂ἀ�荘荥荢荶㈺₃䆃皃誃傁它嚃螃鎁䖃劁它梂첍가鼀᐀���偵朁偵朁備鼀�᐀�᐀�᐀�숤耂偵朁숤�ꢛ鼀ւ倀偵朁숤�Ā耂숤耂�ἀ�斃倀ἀ�숤耂숤耂����趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�봤耂朁ἀ�和攀⠒봁鱞愁젊�풙鼀㨲䬀偵朁��척鼀Ā���Ԁ�좝鼀����Ლ鼀풙鼀Ԁ�����᐀�᐀�⸀�쒚鼀쵠䬀偵朁숤�Ā�Ā�����Ԁ�퀴愁Ԁ�젊�和攀�鼀ꙡ䬀偵朁��炾朁Ԁ�矣�ì搀°朁ꠊ攀�溗嬀朁㈀�
	ステップ4: アプリケーションの定義とサーブレットの登録���鼀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁㒖鼀眕儀ἀ�耂ἀ�荘荥荢荶㌺₃䆃皃誃傁它嚃螃鎂첃劃鎃炃䎃謀墖鼀᐀���偵朁偵朁鼀�᐀�᐀�᐀�설耂偵朁설�㢙鼀ւ倀偵朁설�Ā耂설耂�ἀ�斃倀ἀ�설耂설耂���梖鼀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�쌤耂朁ἀ�和攀搒봁鱞愁쬊�撗鼀㨲䬀偵朁��岗鼀Ā���Ԁ�墛鼀����겗鼀撗鼀Ԁ�����᐀�᐀�⸀�咘鼀쵠䬀偵朁설�Ā�Ā���Ϣ��Ԁ�퀴愁Ԁ�쬊�和攀邘鼀ꙡ䬀偵朁��傷朁Ԁ�鿢�࣬搀À朁ꠊ攀�溗嬀激朁�
	ステップ5: アプリケーションの実行�ﱡ威��Ā�耂죙愁��袓鼀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁쒓鼀眕儀ἀ�耂ἀ�荘荥荢荶㐺₃䆃皃誃傁它嚃螃鎂첒悂욃咁它疃貃᐀���偵朁偵朁炔鼀�᐀�᐀�᐀�쀤耂偵朁쀤�좖鼀ւ倀偵朁쀤�Ā耂쀤耂�ἀ�斃倀ἀ�쀤耂쀤耂���鼀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�숤耂朁ἀ�和攀ꀒ봁鱞愁츊�鼀㨲䬀偵朁��鼀Ā���Ԁ�鼀����㲕鼀鼀Ԁ�����᐀�᐀�⸀�鼀쵠䬀偵朁쀤�Ā�Ā���㫡��Ԁ�퀴愁Ԁ�츊�和攀ₖ鼀ꙡ䬀偵朁��탒朁Ԁ�귡�レ搀�栁ꠊ攀�溗嬀ℐ栁䘀�
	ステップ6: アプリケーションへの変更の追加�Ā�耂죙愁��ᢑ鼀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁咑鼀眕儀ἀ�耂ἀ�荘荥荢荶㔺₃䆃皃誃傁它嚃螃鎂첎삍猀鼀朁碑鼀᐀���偵朁偵朁�鼀�᐀�᐀�᐀�뼤耂偵朁뼤�墔鼀ւ倀偵朁뼤�Ā耂뼤耂�ἀ�斃倀ἀ�뼤耂뼤耂���袑鼀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�설耂朁ἀ�和攀�봁鱞愁턊�蒒鼀㨲䬀偵朁��粒鼀Ā���Ԁ�碖鼀����첒鼀蒒鼀Ԁ�����᐀�᐀�⸀�璓鼀쵠䬀偵朁뼤�Ā�Ā���拠��Ԁ�퀴愁Ԁ�턊�和攀낓鼀ꙡ䬀偵朁��耕栁Ԁ��レ搀�栁ꠊ攀�溗嬀儐栁㬀�
	ステップ7: サーバーの再起動����ﱡ威��Ā�耂죙愁��ꢎ鼀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁鼀眕儀ἀ�耂ἀ�荘荥荢荶㘺₃䆃皃誃傁它嚃螃鎂횂첕쾍墂첒잉섀鼀᐀���偵朁偵朁邏鼀�᐀�᐀�᐀�븤耂偵朁븤�鼀ւ倀偵朁븤�Ā耂븤耂�ἀ�斃倀ἀ�븤耂븤耂���ᢏ鼀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�쀤耂朁ἀ�和攀᠓봁鱞愁퐊�ᒐ鼀㨲䬀偵朁��ಐ鼀Ā���Ԁ�鼀����岐鼀ᒐ鼀Ԁ�����᐀�᐀�⸀�ґ鼀쵠䬀偵朁븤�Ā�Ā���룟�ࠀ�Ԁ�퀴愁Ԁ�퐊�和攀䂑鼀ꙡ䬀偵朁��耘栁Ԁ�᳠�レ搀�栁ꠊ攀Ԁ�溗嬀脐栁�

	アプリケーションの配布�耂鼀����ﱡ威��Ā�耂죙愁���細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁ᑴ鼀眕儀ἀ�耂ἀ�荘荥荢荶㤺⁏牡捬攸概횂첃暁它広碁它墁䖃䦃疃垃䚃亃枂첍가�鼀�ꣅ愁����᐀�딤耂偵朁딤�ᡷ鼀ւ倀偵朁딤�Ā耂딤耂�ἀ�斃倀ἀ�딤耂딤耂���똤耂朁屴鼀䘀쳺鼀鼀〲䍖��Ā�똤耂朁ἀ��鼀和攀鼀론䘀듃愁㠀��鼀��ﱡ威��ἀ�똤耂����豵鼀����灵鼀龢䬀ἀ�똤耂漀���朁䣹鼀��〲䍖��灵鼀����ﱡ威鼀薢䬀쳺鼀鼀〲䍖��和攀��Ā�똤���偵朁��和攀��鼀䭜䰀ἀ�
	ステップ1: パブリッシュ・ウィザードを使用したアプリケーションの定義��偵朁�概倀Ԁ��Ā�Ⲣ椁ࠀ�鼀㲢椁��쁤䬀၇唁ऀ�뒊鼀퀴愁��ᘀ�됤耂��粊鼀䬀偵朁၇唁퀴愁Ā朁�愁됤�᐀�됤耂偵朁됤�鼀ւ倀偵朁됤�Ā耂됤耂�ἀ�斃倀ἀ�됤耂됤耂����၇唁됤䲍鼀놄倀偵朁᐀�顒愁䲍鼀纅倀顒愁偵朁Ā朁됤�됤�顒愁偵朁Ѐ���敮摯扪�㘀1: パブリッシュ・ウィザードを使用したアプリケーションの定義u朁괤�Ā�Ā���ꋏ�က�Ԁ�缁�丂騖�က�Ā���� 椁က�ऀ�က���郪搀碘嬀 椁�Ā��
	ステップ2: アプリケーション・ファイルとサーブレットの定義��墇鼀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁钇鼀眕儀ἀ�耂ἀ�荘荥荢荶ㄺ₃炃疃誃抃嚃薁䖃䖃䊃喁它梂林炂떂᐀���偵朁偵朁䂈鼀�᐀�᐀�᐀�밤耂偵朁밤�颊鼀ւ倀偵朁밤�Ā耂밤耂�ἀ�斃倀ἀ�밤耂밤耂���좇鼀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��쳺鼀鼀〲䍖��朁ἀ�和攀찓봁鱞愁��쒈鼀㨲䬀偵朁��번鼀Ā���Ԁ�뢌鼀����Ԁ�쒈鼀Ԁ�����᐀�᐀�⸀�뒉鼀쵠䬀偵朁밤�Ā�Ā�����Ԁ�퀴愁Ԁ���和攀鼀ꙡ䬀偵朁��삢椁Ԁ�嗞�搀 椁ꠊ攀�溗嬀■椁혀�
	ステップ3: アプリケーションからOracle8iへの接続の定義�鼀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁⒅鼀眕儀ἀ�耂ἀ�荘荥荢荶㈺₃䆃皃誃傁它嚃螃鎁䖃璃䂃䎃讂욃咁它᐀���偵朁偵朁킅鼀�᐀�᐀�᐀�묤耂偵朁묤�⢈鼀ւ倀偵朁묤�Ā耂묤耂�ἀ�斃倀ἀ�묤耂묤耂���墅鼀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�됤耂朁ἀ�和攀ࠔ봁鱞愁�咆鼀㨲䬀偵朁��䲆鼀Ā���Ԁ�䢊鼀����鲆鼀咆鼀Ԁ�����᐀�᐀�⸀�䒇鼀쵠䬀偵朁묤�Ā�Ā���鿜��Ԁ�퀴愁Ԁ��和攀肇鼀ꙡ䬀偵朁��낣椁Ԁ�凝�搀 椁ꠊ攀�溗嬀㒠椁쨀�
	ステップ4: アプリケーションのロールの定義�Ā�耂죙愁��碂鼀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁뒂鼀眕儀ἀ�耂ἀ�荘荥荢荶㌺₃䆃皃誃傁它嚃螃鎂ꦂ牡捬攸概횂첐᐀���偵朁偵朁悃鼀�᐀�᐀�᐀�먤耂偵朁먤�뢅鼀ւ倀偵朁먤�Ā耂먤耂�ἀ�斃倀ἀ�먤耂먤耂���鼀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�밤耂朁ἀ�和攀䐔봁鱞愁�鼀㨲䬀偵朁���鼀Ā���Ԁ������Ⲅ鼀鼀Ԁ�����᐀�᐀�⸀�풄鼀쵠䬀偵朁먤�Ā�Ā���엛��Ԁ�퀴愁Ԁ��和攀ႅ鼀ꙡ䬀偵朁��邤椁Ԁ�䧜�搀 椁ꠊ攀�溗嬀䊠椁뼀�
	ステップ5: アプリケーションのデータベース・オブジェクトの定義�鼀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁䒀鼀眕儀ἀ�耂ἀ�荘荥荢荶㐺₃䆃皃誃傁它嚃螃鎂첃趁它讂첒怀鼀᐀���偵朁偵朁鼀�᐀�᐀�᐀�뤤耂偵朁뤤�䢃鼀ւ倀偵朁뤤�Ā耂뤤耂�ἀ�斃倀ἀ�뤤耂뤤耂���碀鼀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�묤耂朁ἀ�和攀耔봁鱞愁�璁鼀㨲䬀偵朁��沁鼀Ā���Ԁ�梅鼀����벁鼀璁鼀Ԁ�����᐀�᐀�⸀�撂鼀쵠䬀偵朁뤤�Ā�Ā���럚��Ԁ�퀴愁Ԁ��和攀ꂂ鼀ꙡ䬀偵朁��肥椁Ԁ�濛�搀 椁ꠊ攀�溗嬀冠椁대�
	ステップ6: アプリケーションのレジストリの定義�耂죙愁��顽鼀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁푽鼀眕儀ἀ�耂ἀ�荘荥荢荶㔺₃䆃皃誃傁它嚃螃鎂첃暁它広碁它墁䖃᐀���偵朁偵朁聾鼀�᐀�᐀�᐀�려耂偵朁려��ւ倀偵朁려�Ā耂려耂�ἀ�斃倀ἀ�려耂려耂���鼀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�먤耂朁ἀ�和攀바봁鱞愁�ѿ鼀㨲䬀偵朁��ﱾ鼀Ā���Ԁ�鼀����䱿鼀ѿ鼀Ԁ�����᐀�᐀�⸀�鼀쵠䬀偵朁려�Ā�Ā���폙��Ԁ�퀴愁Ԁ��和攀む鼀ꙡ䬀偵朁��悦椁Ԁ�懚�搀 椁ꠊ攀�溗嬀徠椁ꠀ�
	ステップ7: アプリケーションのSQLファイルの作成�죙愁��⡻鼀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁摻鼀眕儀ἀ�耂ἀ�荘荥荢荶㘺₃䆃皃誃傁它嚃螃鎂첃貃垃境枃誂첒᐀���偵朁偵朁ၼ鼀�᐀�᐀�᐀�뜤耂偵朁뜤�桾鼀ւ倀偵朁뜤�Ā耂뜤耂�ἀ�斃倀ἀ�뜤耂뜤耂���须鼀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�뤤耂朁ἀ�和攀봁鱞愁�鑼鼀㨲䬀偵朁��豼鼀Ā���Ԁ�袀鼀�����鼀鑼鼀Ԁ�����᐀�᐀�⸀�葽鼀쵠䬀偵朁뜤�Ā�Ā�����Ԁ�퀴愁Ԁ��和攀쁽鼀ꙡ䬀偵朁��䂧椁Ԁ�緙�搀 椁ꠊ攀�溗嬀涠椁鴀�
	ステップ8: アプリケーションのパブリッシュ�Ā�耂죙愁��롸鼀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁鼀眕儀ἀ�耂ἀ�荘荥荢荶㜺₃䆃皃誃傁它嚃螃鎂챓兌荴荀荃莋苌跬᐀���偵朁偵朁ꁹ鼀�᐀�᐀�᐀�똤耂偵朁똤�鼀ւ倀偵朁똤�Ā耂똤耂�ἀ�斃倀ἀ�똤耂똤耂���⡹鼀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�려耂朁ἀ�和攀㐕봁鱞愁�⑺鼀㨲䬀偵朁��ᱺ鼀Ā���Ԁ�鼀����決鼀⑺鼀Ԁ�����᐀�᐀�⸀�ᑻ鼀쵠䬀偵朁똤�Ā�Ā�����Ԁ�퀴愁Ԁ��和攀偻鼀ꙡ䬀偵朁��₨椁Ԁ�釘�搀 椁ꠊ攀�溗嬀箠椁鈀�
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	接続が切断されているクライアントのためのシーケンス・サポート
	Web-to-goシーケンス�〲䍖������媲�透鼀⼴䬀쳺鼀᐀�和攀栋�偵朁鼀概倀Ԁ�栋�Ā�곊椁ࠀ�⠐鼀볊椁��쁤䬀၇唁ऀ�퐐鼀퀴愁��ᘀ�蜤耂��鰐鼀䬀偵朁၇唁퀴愁Ā朁�愁蜤�᐀�蜤耂偵朁蜤�⠓鼀ւ倀偵朁蜤�Ā耂蜤耂�ἀ�斃倀ἀ�蜤耂蜤耂����၇唁蜤氓鼀놄倀偵朁᐀�쑏愁氓鼀纅倀쑏愁偵朁Ā朁蜤�蜤�쑏愁偵朁Ѐ���敮摯扪�to-goシーケンス�鰑鼀向鼀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�䐒鼀쵠䬀偵朁萤�Ā�Ā���춯�က�Ԁ�퀴愁Ԁ�昋�和攀耒鼀ꙡ䬀偵朁��郉椁Ԁ�澰�࣭搀À椁ꠊ攀ऀ�溗嬀鋀椁蠀�
	WINDOWシーケンス�耂谏鼀����ﱡ威��Ā�耂죙愁��砍鼀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁됍鼀眕儀ἀ�耂ἀ�坥戭瑯ⵧ澃嚁它傃鎃堀琤耂껹䠀愁簎鼀朁�᐀���偵朁偵朁怎鼀�᐀�᐀�᐀�褤耂偵朁褤�렐鼀ւ倀偵朁褤�Ā耂褤耂�ἀ�斃倀ἀ�褤耂褤耂���鼀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��쳺鼀鼀〲䍖��朁ἀ�和攀꣙쀁鱞愁欋�鼀㨲䬀偵朁���鼀Ā���Ԁ������Ԁ�鼀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�퐏鼀쵠䬀偵朁褤�Ā�Ā���ꖳ��Ԁ�퀴愁Ԁ�欋�和攀တ鼀ꙡ䬀偵朁��椁Ԁ��࣭搀À椁ꠊ攀�溗嬀ꫀ椁猀�
	LEAPFROGシーケンス�鼀����ﱡ威��Ā�耂죙愁��ࠋ鼀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁䐋鼀眕儀ἀ�耂ἀ�坉乄佗荖腛荐莓荘��蜤耂껹䠀愁ఌ鼀朁栋鼀᐀���偵朁偵朁鼀�᐀�᐀�᐀�蠤耂偵朁蠤�䠎鼀ւ倀偵朁蠤�Ā耂蠤耂�ἀ�斃倀ἀ�蠤耂蠤耂���砋鼀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�蜤耂朁ἀ�和攀쀁鱞愁渋�琌鼀㨲䬀偵朁��氌鼀Ā���Ԁ�栐鼀����밌鼀琌鼀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�損鼀쵠䬀偵朁蠤�Ā�Ā���ʳ�ࠀ�Ԁ�퀴愁Ԁ�渋�和攀ꀍ鼀ꙡ䬀偵朁��탋椁Ԁ�徳�࣭搀À椁ꠊ攀Ԁ�溗嬀뛀椁樀�

	アドバンスト・レプリケーションを使用するための表の構成�愁��䠁鼀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁萁鼀眕儀ἀ�耂ἀ�荽荘荞腛腅莌荶莊荐腛荖莇莓腅荏莋腛荶苌跬邬苆镜苌鋇见Ù愁䰂鼀�ꣅ愁����᐀�蘤耂偵朁蘤�蠄鼀ւ倀偵朁蘤�Ā耂蘤耂�ἀ�斃倀ἀ�蘤耂蘤耂���蔤耂朁찁鼀䘀쳺鼀鼀〲䍖��Ā�蔤耂朁ἀ��栂鼀和攀栂鼀론䘀듃愁㠀�䰂鼀��ﱡ威��ἀ�蔤耂����ﰂ鼀����鼀龢䬀ἀ�蔤耂漀���朁䣹鼀��〲䍖��鼀����ﱡ威砂鼀薢䬀쳺鼀鼀〲䍖��和攀��Ā�蔤���偵朁��和攀��栃鼀䭜䰀ἀ�
	データベース表の作成�쳺鼀鼀〲䍖�������퀅鼀⼴䬀쳺鼀᐀�和攀琋�偵朁㠆鼀概倀Ԁ�琋�Ā��椁ࠀ�栆鼀椁��쁤䬀၇唁ऀ�ᐇ鼀퀴愁��ᘀ�蔤耂���鼀䬀偵朁၇唁퀴愁Ā朁�愁蔤�᐀�蔤耂偵朁蔤�栉鼀ւ倀偵朁蔤�Ā耂蔤耂�ἀ�斃倀ἀ�蔤耂蔤耂���暱�၇唁蔤갉鼀놄倀偵朁᐀�ꑏ愁갉鼀纅倀ꑏ愁偵朁Ā朁蔤�蔤�ꑏ愁偵朁Ѐ���敮摯扪�㌀ース表の作成������鼀鐇鼀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�萈鼀쵠䬀偵朁瘤�Ā�Ā���隥�က�Ԁ�퀴愁Ԁ�爋�和攀쀈鼀ꙡ䬀偵朁��탌椁Ԁ�⢦�࣭搀À椁ꠊ攀ऀ�溗嬀움椁怀�
	マスター・レプリケーション・グループの作成と表の追加�죙愁��렃鼀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁鼀眕儀ἀ�耂ἀ�荦腛荞荸腛荘镜苌跬邬$耂껹䠀愁밄鼀朁᠄鼀᐀���偵朁偵朁ꀄ鼀�᐀�᐀�᐀�蘤耂偵朁蘤�鼀ւ倀偵朁蘤�Ā耂蘤耂�ἀ�斃倀ἀ�蘤耂蘤耂���⠄鼀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��쳺鼀鼀〲䍖��朁ἀ�和攀飚쀁鱞愁看�␅鼀㨲䬀偵朁��ᰅ鼀Ā���Ԁ�᠉鼀����Ԁ�␅鼀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�ᐆ鼀쵠䬀偵朁蘤�Ā�Ā���纱�ࠀ�Ԁ�퀴愁Ԁ�看�和攀倆鼀ꙡ䬀偵朁��惎椁Ԁ�ᒲ�࣭搀À椁ꠊ攀Ԁ�溗嬀�椁䨀�

	パブリッシュ・ウィザードの使用方法��ﱡ威��Ā�耂죙愁��⣟鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁擟鸀眕儀ἀ�耂ἀ�荁荶莊荐腛荖莇莓苌闒轗�껹䠀愁Ⳡ鸀朁裟鸀᧺䠀ꣅ愁愁Ⳡ鸀�ꣅ愁����᐀�砤耂偵朁砤�棢鸀ւ倀偵朁砤�Ā耂砤耂�ἀ�斃倀ἀ�砤耂砤耂���礤耂朁곟鸀䘀쳺鼀鼀〲䍖��Ā�礤耂朁ἀ��䣠鸀和攀䣠鸀론䘀듃愁㠀�Ⳡ鸀��ﱡ威��ἀ�礤耂�����鸀����샠鸀龢䬀ἀ�礤耂漀���朁䣹鼀��〲䍖��샠鸀����ﱡ威壠鸀薢䬀쳺鼀鼀〲䍖��和攀��Ā�礤���偵朁��和攀��䣡鸀䭜䰀ἀ�
	パブリッシュ・ウィザードの起動�䍖������ꪦ�胾鸀⼴䬀쳺鼀᐀�和攀紋�偵朁鸀概倀Ԁ�紋�Ā�ⳃ椁ࠀ�鸀㳃椁��쁤䬀၇唁ऀ�쓿鸀퀴愁��ᘀ�眤耂��賿鸀䬀偵朁၇唁퀴愁Ā朁�愁眤�᐀�眤耂偵朁眤�᠂鼀ւ倀偵朁眤�Ā耂眤耂�ἀ�斃倀ἀ�眤耂眤耂���㲧�၇唁眤専鼀놄倀偵朁᐀�쑎愁専鼀纅倀쑎愁偵朁Ā朁眤�眤�쑎愁偵朁Ѐ���敮摯扪�㐀シュ・ウィザードの起動�鼀䐀鼀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�㐁鼀쵠䬀偵朁甤�Ā�Ā���몤��Ԁ�퀴愁Ԁ�笋�和攀瀁鼀ꙡ䬀偵朁��像椁Ԁ�⎥�࣭搀À椁ꠊ攀ࠀ�溗嬀椁䄀�
	開発モードでのパブリッシュ・ウィザードの起動�Ā�耂죙愁��棼鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁ꓼ鸀眕儀ἀ�耂ἀ�荰荵莊荢荖莅腅荅荂荕腛荨苌譎鎮�泽鸀朁주鸀᐀���偵朁偵朁僽鸀�᐀�᐀�᐀�茤耂偵朁茤�ꣿ鸀ւ倀偵朁茤�Ā耂茤耂�ἀ�斃倀ἀ�茤耂茤耂����趀倀쳺鼀鼀〲䍖��쳺鼀鼀〲䍖��朁ἀ�和攀䳛쀁鱞愁耋�퓽鸀㨲䬀偵朁��쳽鸀Ā���Ԁ�적鼀����Ԁ�퓽鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�쓾鸀쵠䬀偵朁茤�Ā�Ā�����Ԁ�퀴愁Ԁ�耋�和攀ÿ鸀ꙡ䬀偵朁��탆椁Ԁ�瞯�࣭搀À椁ꠊ攀�溗嬀曀椁⬀�
	新規アプリケーションの命名�鸀����ﱡ威��Ā�耂죙愁��鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁㓺鸀眕儀ἀ�耂ἀ�詊钭莂腛荨苅苌荰荵莊荢荖莅腅荅荂荕腛荨苌譎鎮᐀���偵朁偵朁鸀�᐀�᐀�᐀�舤耂偵朁舤�㣽鸀ւ倀偵朁舤�Ā耂舤耂�ἀ�斃倀ἀ�舤耂舤耂���棺鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�眤耂朁ἀ�和攀裛쀁鱞愁茋�擻鸀㨲䬀偵朁��峻鸀Ā���Ԁ�壿鸀����곻鸀擻鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�哼鸀쵠䬀偵朁舤�Ā�Ā���䪮��Ԁ�퀴愁Ԁ�茋�和攀郼鸀ꙡ䬀偵朁��ド椁Ԁ�ꂮ�࣭搀À椁ꠊ攀�溗嬀賀椁∀�
	アプリケーション・ファイルのリスト表示�威��Ā�耂죙愁��裷鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁쓷鸀眕儀ἀ�耂ἀ�遖譋荁荶莊荐腛荖莇莓苌隽隼�愁賸鸀朁鸀᐀���偵朁偵朁烸鸀�᐀�᐀�᐀�脤耂偵朁脤�죺鸀ւ倀偵朁脤�Ā耂脤耂�ἀ�斃倀ἀ�脤耂脤耂���鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�茤耂朁ἀ�和攀쓛쀁鱞愁蘋�鸀㨲䬀偵朁��鸀Ā���Ԁ�鸀����㳹鸀鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�鸀쵠䬀偵朁脤�Ā�Ā���羭��Ԁ�퀴愁Ԁ�蘋�和攀鸀ꙡ䬀偵朁��椁Ԁ���攁냪搀࣭搀�ꦗ嬀攁─�
	サーブレットの追加��脤耂鸀����ﱡ威��Ā�耂죙愁��ᣵ鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁哵鸀眕儀ἀ�耂ἀ�荁荶莊荐腛荖莇莓腅荴荀荃莋苌莊荘荧镜躦�磵鸀᐀���偵朁偵朁ö鸀�᐀�᐀�᐀�耤耂偵朁耤�壸鸀ւ倀偵朁耤�Ā耂耤耂�ἀ�斃倀ἀ�耤耂耤耂���裵鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�舤耂朁ἀ�和攀Ü쀁鱞愁褋�蓶鸀㨲䬀偵朁��糶鸀Ā���Ԁ�磺鸀����쳶鸀蓶鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�瓷鸀쵠䬀偵朁耤�Ā�Ā�����Ԁ�퀴愁Ԁ�褋�和攀냷鸀ꙡ䬀偵朁��逛攁Ԁ�⦭�냪搀�攁ꠊ攀�溗嬀눐攁ᰀ�
	データベース情報の入力�耂보鸀����ﱡ威��Ā�耂죙愁��ꣲ鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁鸀眕儀ἀ�耂ἀ�荔腛荵莌荢荧苌鋇见�脤耂껹䠀愁곳鸀朁ࣳ鸀᐀���偵朁偵朁郳鸀�᐀�᐀�᐀�缤耂偵朁缤�鸀ւ倀偵朁缤�Ā耂缤耂�ἀ�斃倀ἀ�缤耂缤耂���ᣳ鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�脤耂朁ἀ�和攀㳜쀁鱞愁谋�ᓴ鸀㨲䬀偵朁��鸀Ā���Ԁ�ࣸ鸀����峴鸀ᓴ鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�ӵ鸀쵠䬀偵朁缤�Ā�Ā���䒬��Ԁ�퀴愁Ԁ�谋�和攀䃵鸀ꙡ䬀偵朁��”攁Ԁ�責�⣫搀�昁ꠊ攀�溗嬀렀昁䰀�
	アプリケーション・ロールの定義����ﱡ威��Ā�耂죙愁��㣰鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁瓰鸀眕儀ἀ�耂ἀ�荦腛荞荸腛荘迮闱苌鏼韍�껹䠀愁㳱鸀朁飰鸀᐀���偵朁偵朁鸀�᐀�᐀�᐀�縤耂偵朁縤�磳鸀ւ倀偵朁縤�Ā耂縤耂�ἀ�斃倀ἀ�縤耂縤耂���꣰鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�耤耂朁ἀ�和攀磜쀁鱞愁輋�ꓱ鸀㨲䬀偵朁��鳱鸀Ā���Ԁ�飵鸀����鸀ꓱ鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�铲鸀쵠䬀偵朁縤�Ā�Ā���誫��Ԁ�퀴愁Ԁ�輋�和攀탲鸀ꙡ䬀偵朁��昁Ԁ��ル搀�昁ꠊ攀�溗嬀ꈐ昁㌀�
	レプリケーション用スナップショットの定義���Ā�耂죙愁��죭鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁Ӯ鸀眕儀ἀ�耂ἀ�荁荶莊荐腛荖莇莓腅莍腛莋苌鋨譠�쳮鸀朁⣮鸀᐀���偵朁偵朁냮鸀�᐀�᐀�᐀�紤耂偵朁紤�ࣱ鸀ւ倀偵朁紤�Ā耂紤耂�ἀ�斃倀ἀ�紤耂紤耂���㣮鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�缤耂朁ἀ�和攀드쀁鱞愁鈋�㓯鸀㨲䬀偵朁��⳯鸀Ā���Ԁ�⣳鸀����糯鸀㓯鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�⓰鸀쵠䬀偵朁紤�Ā�Ā���릪��Ԁ�퀴愁Ԁ�鈋�和攀惰鸀ꙡ䬀偵朁��뀛昁Ԁ�㒫�㣫搀 昁ꠊ攀�溗嬀蜠昁　�
	レプリケーション用のシーケンスの定義�ﱡ威��Ā�耂죙愁��士鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁铫鸀眕儀ἀ�耂ἀ�莌荶莊荐腛荖莇莓靰荘荩荢荶荖莇荢荧苌鋨譠ë鸀᐀���偵朁偵朁䃬鸀�᐀�᐀�᐀�簤耂偵朁簤�飮鸀ւ倀偵朁簤�Ā耂簤耂�ἀ�斃倀ἀ�簤耂簤耂���죫鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�縤耂朁ἀ�和攀쀁鱞愁锋�쓬鸀㨲䬀偵朁��볬鸀Ā���Ԁ�룰鸀����೭鸀쓬鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�듭鸀쵠䬀偵朁簤�Ā�Ā�����Ԁ�퀴愁Ԁ�锋�和攀鸀ꙡ䬀偵朁��퀫昁Ԁ�抪�䣫搀@昁ꠊ攀�溗嬀뵀昁㠀�
	アプリケーションのDDLの定義����ﱡ威��Ā�耂죙愁��鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁ⓩ鸀眕儀ἀ�耂ἀ�莌荶莊荐腛荖莇莓靰苌荖腛荐莓荘苌鋨譠©朁䣩鸀᐀���偵朁偵朁탩鸀�᐀�᐀�᐀�笤耂偵朁笤�⣬鸀ւ倀偵朁笤�Ā耂笤耂�ἀ�斃倀ἀ�笤耂笤耂���壩鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�紤耂朁ἀ�和攀ⳝ쀁鱞愁頋�哪鸀㨲䬀偵朁��䳪鸀Ā���Ԁ�䣮鸀����鳪鸀哪鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�䓫鸀쵠䬀偵朁笤�Ā�Ā���㶩��Ԁ�퀴愁Ԁ�頋�和攀胫鸀ꙡ䬀偵朁��偍昁Ԁ�麩�僫搀P昁ꠊ攀�溗嬀晐昁⠀�
	レジストリでの名前と値のペアの定義��ﱡ威��Ā�耂죙愁��磦鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁듦鸀眕儀ἀ�耂ἀ�荁荶莊荐腛荖莇莓苌䑄䲂첒怀愁糧鸀朁�᐀���偵朁偵朁惧鸀�᐀�᐀�᐀�稤耂偵朁稤�룩鸀ւ倀偵朁稤�Ā耂稤耂�ἀ�斃倀ἀ�稤耂稤耂���鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�簤耂朁ἀ�和攀棝쀁鱞愁鬋�鸀㨲䬀偵朁���鸀Ā���Ԁ������⳨鸀鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�퓨鸀쵠䬀偵朁稤�Ā�Ā���辨��Ԁ�퀴愁Ԁ�鬋�和攀ჩ鸀ꙡ䬀偵朁��끔昁Ԁ��僫搀P昁ꠊ攀�溗嬀䑐昁Ḁ�
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	コントロール・センターの概要�����ﱡ威��Ā�耂죙愁��뢵鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁鸀眕儀ἀ�耂ἀ�莍荏草莓��耂ἀ�䴤耂껹䠀愁벶鸀朁ᢶ鸀᐀���偵朁偵朁ꂶ鸀�᐀�᐀�᐀�昤耂偵朁昤�鸀ւ倀偵朁昤�Ā耂昤耂�ἀ�斃倀ἀ�昤耂昤耂���⢶鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��쳺鼀鼀〲䍖��朁ἀ�和攀죡쀁鱞愁팋�Ⓑ鸀㨲䬀偵朁��Ჷ鸀Ā���Ԁ�ᢻ鸀����Ԁ�Ⓑ鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�ᒸ鸀쵠䬀偵朁昤�Ā�Ā���薙��Ԁ�퀴愁Ԁ�팋�和攀傸鸀ꙡ䬀偵朁��郛椁Ԁ��ჭ搀Ð椁ꠊ攀�溗嬀닐椁樀�
	Web-to-goの管理タスク����ﱡ威��Ā�耂죙愁��䢳鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁蒳鸀眕儀ἀ�耂ἀ�荒莓荧莍腛莋腅荚莓荞腛苌詔靶Ù愁䲴鸀朁ꢳ鸀᐀���偵朁偵朁ゴ鸀�᐀�᐀�᐀�攤耂偵朁攤�袶鸀ւ倀偵朁攤�Ā耂攤耂�ἀ�斃倀ἀ�攤耂攤耂���뢳鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�两耂朁ἀ�和攀Ӣ쀁鱞愁혋�뒴鸀㨲䬀偵朁��겴鸀Ā���Ԁ�ꢸ鸀����ﲴ鸀뒴鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�꒵鸀쵠䬀偵朁攤�Ā�Ā���쮘��Ԁ�퀴愁Ԁ�혋�和攀鸀ꙡ䬀偵朁��惜椁Ԁ�⾙�ჭ搀Ð椁ꠊ攀�溗嬀뿐椁怀�
	ユーザーの作成�옃ἀ�攤耂鸀����ﱡ威��Ā�耂죙愁���細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁ᒱ鸀眕儀ἀ�耂ἀ�坥戭瑯ⵧ澂첊잗鶃広境一耂껹䠀愁�鸀朁㢱鸀᐀���偵朁偵朁삱鸀�᐀�᐀�᐀�搤耂偵朁搤�ᢴ鸀ւ倀偵朁搤�Ā耂搤耂�ἀ�斃倀ἀ�搤耂搤耂���䢱鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�昤耂朁ἀ�和攀䃢쀁鱞愁�䒲鸀㨲䬀偵朁��㲲鸀Ā���Ԁ�㢶鸀����貲鸀䒲鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�㒳鸀쵠䬀偵朁搤�Ā�Ā���㶘��Ԁ�퀴愁Ԁ��和攀炳鸀ꙡ䬀偵朁��⃝椁Ԁ�疘�ჭ搀Ð椁ꠊ攀�溗嬀쯐椁圀�
	ユーザーの変更または削除�粰鸀����ﱡ威��Ā�耂죙愁��梮鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁꒮鸀眕儀ἀ�耂ἀ�莆腛荕腛苌跬邬�ἀ�攤耂껹䠀愁沯鸀朁좮鸀᐀���偵朁偵朁傯鸀�᐀�᐀�᐀�挤耂偵朁挤�ꢱ鸀ւ倀偵朁挤�Ā耂挤耂�ἀ�斃倀ἀ�挤耂挤耂����趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�攤耂朁ἀ�和攀糢쀁鱞愁��풯鸀㨲䬀偵朁��첯鸀Ā���Ԁ�좳鸀����Ჰ鸀풯鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�쒰鸀쵠䬀偵朁挤�Ā�Ā���ꊗ��Ԁ�퀴愁Ԁ���和攀±鸀ꙡ䬀偵朁��椁Ԁ��ჭ搀Ð椁ꠊ攀�溗嬀ퟐ椁一�
	グループの作成�옃ἀ�挤耂ಮ鸀����ﱡ威��Ā�耂죙愁��鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁㒬鸀眕儀ἀ�耂ἀ�莆腛荕腛苌闏赘苜芽苍跭辜ù䠀愁ﲬ鸀朁墬鸀᐀���偵朁偵朁鸀�᐀�᐀�᐀�戤耂偵朁戤�㢯鸀ւ倀偵朁戤�Ā耂戤耂�ἀ�斃倀ἀ�戤耂戤耂���梬鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�搤耂朁ἀ�和攀룢쀁鱞愁��播鸀㨲䬀偵朁��岭鸀Ā���Ԁ�墱鸀����겭鸀播鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�咮鸀쵠䬀偵朁戤�Ā�Ā���ᒗ��Ԁ�퀴愁Ԁ���和攀邮鸀ꙡ䬀偵朁��ꃞ椁Ԁ�䲗�ჭ搀Ð椁ꠊ攀�溗嬀椁䔀�
	グループの変更または削除�鲫鸀����ﱡ威��Ā�耂죙愁��袩鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁쒩鸀眕儀ἀ�耂ἀ�荏莋腛荶苌跬邬�ἀ�挤耂껹䠀愁貪鸀朁鸀᐀���偵朁偵朁炪鸀�᐀�᐀�᐀�愤耂偵朁愤�좬鸀ւ倀偵朁愤�Ā耂愤耂�ἀ�斃倀ἀ�愤耂愤耂���鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�挤耂朁ἀ�和攀쀁鱞愁�鸀㨲䬀偵朁��鸀Ā���Ԁ�鸀����㲫鸀鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�鸀쵠䬀偵朁愤�Ā�Ā���禖��Ԁ�퀴愁Ԁ��和攀€鸀ꙡ䬀偵朁��惟椁Ԁ�뺖�ჭ搀Ð椁ꠊ攀�溗嬀椁㰀�
	ユーザーまたはグループに対するアプリケーション・アクセス権の付与または取消し
	グループ・レベル・アクセスでのユーザーの包含と除外�耂죙愁��ꢤ鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁鸀眕儀ἀ�耂ἀ�莆腛荕腛苜芽苍荏莋腛荶苉野芷苩荁荶莊荐腛荖莇᐀���偵朁偵朁邥鸀�᐀�᐀�᐀�弤耂偵朁弤�鸀ւ倀偵朁弤�Ā耂弤耂�ἀ�斃倀ἀ�弤耂弤耂���ᢥ鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�愤耂朁ἀ�和攀泣쀁鱞愁�ᒦ鸀㨲䬀偵朁��ದ鸀Ā���Ԁ�ࢪ鸀����岦鸀ᒦ鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�ҧ鸀쵠䬀偵朁弤�Ā�Ā���芔��Ԁ�퀴愁Ԁ��和攀䂧鸀ꙡ䬀偵朁��䃡椁Ԁ�ಕ�ᣭ搀à椁ꠊ攀�溗嬀椁�
	ユーザーに対するアプリケーション・ロールの付与または取消し���㢢鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁璢鸀眕儀ἀ�耂ἀ�荏莋腛荶腅莌荸莋腅荁荎荚荘苅苌莆腛荕腛苌闯諜᐀���偵朁偵朁₣鸀�᐀�᐀�᐀�帤耂偵朁帤�碥鸀ւ倀偵朁帤�Ā耂帤耂�ἀ�斃倀ἀ�帤耂帤耂���ꢢ鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�怤耂朁ἀ�和攀꣣쀁鱞愁�꒣鸀㨲䬀偵朁��鲣鸀Ā���Ԁ�颧鸀����鸀꒣鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�钤鸀쵠䬀偵朁帤�Ā�Ā���钓��Ԁ�퀴愁Ԁ��和攀키鸀ꙡ䬀偵朁��⃢椁Ԁ�Ⲕ�ᣭ搀à椁ꠊ攀�溗嬀ᯠ椁�
	グループに対するアプリケーション・ロールの付与または取消し���좟鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁Ҡ鸀眕儀ἀ�耂ἀ�莆腛荕腛苉野芷苩荁荶莊荐腛荖莇莓腅莍腛莋苌镴᐀���偵朁偵朁날鸀�᐀�᐀�᐀�崤耂偵朁崤�ࢣ鸀ւ倀偵朁崤�Ā耂崤耂�ἀ�斃倀ἀ�崤耂崤耂���㢠鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�弤耂朁ἀ�和攀쀁鱞愁�㒡鸀㨲䬀偵朁��ⲡ鸀Ā���Ԁ�⢥鸀����粡鸀㒡鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�⒢鸀쵠䬀偵朁崤�Ā�Ā���Ꚓ��Ԁ�퀴愁Ԁ��和攀悢鸀ꙡ䬀偵朁��ã椁Ԁ�㺓�ᣭ搀à椁ꠊ攀�溗嬀⧠椁픀�
	スナップショット・テンプレートの変更�ﱡ威��Ā�耂죙愁��墝鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁钝鸀眕儀ἀ�耂ἀ�荏莋腛荶苉野芷苩荁荶莊荐腛荖莇莓腅莍腛莋苌镴᐀���偵朁偵朁䂞鸀�᐀�᐀�᐀�尤耂偵朁尤�颠鸀ւ倀偵朁尤�Ā耂尤耂�ἀ�斃倀ἀ�尤耂尤耂���좝鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�帤耂朁ἀ�和攀⃤쀁鱞愁�쒞鸀㨲䬀偵朁��벞鸀Ā���Ԁ�뢢鸀����ಟ鸀쒞鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�뒟鸀쵠䬀偵朁尤�Ā�Ā������Ԁ�퀴愁Ԁ��和攀鸀ꙡ䬀偵朁��탣椁Ԁ�傒�ᣭ搀à椁ꠊ攀�溗嬀㛠椁쬀�
	レジストリ・エントリの変更�搀à椁ꠊ攀က�溗嬀䋠椁숀�က�က�肰椁点椁砷嬀郪搀°椁肰椁ༀ�偵朁鸀က�°椁郪搀茻䀀肸椁肰椁傛鸀紟䬀肸椁��������͇一�傛鸀倀偵朁ༀ���᐀�᐀�嬤耂偵朁嬤�⢞鸀ւ倀偵朁嬤�Ā耂嬤耂�ἀ�斃倀ἀ�嬤耂嬤耂���墛鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�崤耂朁ἀ�和攀�鱞愁�咜鸀㨲䬀偵朁��䲜鸀Ā���Ԁ�䢠鸀����鲜鸀咜鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�䒝鸀쵠䬀偵朁嬤�Ā�Ā���㎑��Ԁ�퀴愁Ԁ��和攀肝鸀ꙡ䬀偵朁��郤椁Ԁ�覑�ᣭ搀à椁ꠊ攀�溗嬀勠椁눀�
	アプリケーション・プロパティの変更��ﱡ威��Ā�耂죙愁��碘鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁뒘鸀眕儀ἀ�耂ἀ�莌荗荘荧莊腅荇莓荧莊苌闏赘�愁粙鸀朁�᐀���偵朁偵朁悙鸀�᐀�᐀�᐀�娤耂偵朁娤�뢛鸀ւ倀偵朁娤�Ā耂娤耂�ἀ�斃倀ἀ�娤耂娤耂���鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�尤耂朁ἀ�和攀ᑶ섁鱞愁�鸀㨲䬀偵朁���鸀Ā���Ԁ����缁�鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�풚鸀쵠䬀偵朁娤�Ā�Ā���熐��Ԁ�퀴愁Ԁ��和攀ႛ鸀ꙡ䬀偵朁��惦椁Ԁ���ᣭ搀à椁ꠊ攀�溗嬀忠椁ꠀ�
	Web-to-goからのアプリケーションの削除��耂죙愁��鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁䒖鸀眕儀ἀ�耂ἀ�荁荶莊荐腛荖莇莓腅荶莍荰荥荂苌闏赘�朁梖鸀᐀���偵朁偵朁鸀�᐀�᐀�᐀�夤耂偵朁夤�䢙鸀ւ倀偵朁夤�Ā耂夤耂�ἀ�斃倀ἀ�夤耂夤耂���碖鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�嬤耂朁ἀ�和攀偶섁鱞愁廓�璗鸀㨲䬀偵朁��沗鸀Ā���Ԁ�梛鸀����벗鸀璗鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�撘鸀쵠䬀偵朁夤�Ā�Ā���颏��Ԁ�퀴愁Ԁ�廓�和攀ꂘ鸀ꙡ䬀偵朁��䃧椁Ԁ�ᮐ�ᣭ搀à椁ꠊ攀�溗嬀淠椁鴀�
	アプリケーションの一時停止�鸀����ﱡ威��Ā�耂죙愁��颓鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁풓鸀眕儀ἀ�耂ἀ�坥戭瑯ⵧ澂ꦂ첃䆃皃誃傁它嚃螃鎂첍鰀朁鸀᐀���偵朁偵朁肔鸀�᐀�᐀�᐀�堤耂偵朁堤��ւ倀偵朁堤�Ā耂堤耂�ἀ�斃倀ἀ�堤耂堤耂���鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�娤耂朁ἀ�和攀豶섁鱞愁ﴋ�ҕ鸀㨲䬀偵朁��ﲔ鸀Ā���Ԁ�鸀����䲕鸀ҕ鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�鸀쵠䬀偵朁堤�Ā�Ā�����Ԁ�퀴愁Ԁ�ﴋ�和攀ゖ鸀ꙡ䬀偵朁��è椁Ԁ�䊏�ᣭ搀à椁ꠊ攀�溗嬀秠椁鐀�
	アプリケーションの再開�耂㲓鸀����ﱡ威��Ā�耂죙愁��⢑鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁撑鸀眕儀ἀ�耂ἀ�荁荶莊荐腛荖莇莓苌裪躞鋢蹾�愁Ⲓ鸀朁袑鸀᐀���偵朁偵朁႒鸀�᐀�᐀�᐀�圤耂偵朁圤�梔鸀ւ倀偵朁圤�Ā耂圤耂�ἀ�斃倀ἀ�圤耂圤耂���频鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�夤耂朁ἀ�和攀졶섁鱞愁��钒鸀㨲䬀偵朁��貒鸀Ā���Ԁ�袖鸀�����鸀钒鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�蒓鸀쵠䬀偵朁圤�Ā�Ā���䮎��Ԁ�퀴愁Ԁ���和攀삓鸀ꙡ䬀偵朁��샨椁Ԁ�鲎�ᣭ搀à椁ꠊ攀�溗嬀藠椁謀�
	Web-to-goリポジトリへのアプリケーションのアップロード��뢎鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁鸀眕儀ἀ�耂ἀ�荁荶莊荐腛荖莇莓苌跄詊�껹䠀愁벏鸀朁ᢏ鸀᐀���偵朁偵朁ꂏ鸀�᐀�᐀�᐀�嘤耂偵朁嘤�鸀ւ倀偵朁嘤�Ā耂嘤耂�ἀ�斃倀ἀ�嘤耂嘤耂���⢏鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�堤耂朁ἀ�和攀ѷ섁鱞愁̌�⒐鸀㨲䬀偵朁��Ა鸀Ā���Ԁ�ᢔ鸀����沐鸀⒐鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�ᒑ鸀쵠䬀偵朁嘤�Ā�Ā���䖍��Ԁ�퀴愁Ԁ�̌�和攀傑鸀ꙡ䬀偵朁��냩椁Ԁ��ᣭ搀à椁ꠊ攀�溗嬀铠椁缀�
	システム・ブックマークの作成�����ﱡ威��Ā�耂죙愁��䢌鸀細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁蒌鸀眕儀ἀ�耂ἀ�坥戭瑯ⵧ澃誃粃垃枃誂횂첃䆃皃誃傁它嚃螃鎂첃䆃᐀���偵朁偵朁ろ鸀�᐀�᐀�᐀�唤耂偵朁唤�袏鸀ւ倀偵朁唤�Ā耂唤耂�ἀ�斃倀ἀ�唤耂唤耂���뢌鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�圤耂朁ἀ�和攀䁷섁鱞愁،�뒍鸀㨲䬀偵朁��겍鸀Ā���Ԁ�ꢑ鸀����ﲍ鸀뒍鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�鸀쵠䬀偵朁唤�Ā�Ā���銌��Ԁ�퀴愁Ԁ�،�和攀鸀ꙡ䬀偵朁��胪椁Ԁ��ᣭ搀à椁ꠊ攀�溗嬀ꇠ椁甀�
	サイト詳細のリスト��唤耂鸀����ﱡ威��Ā�耂죙愁���細䬀ἀ�耂ꣅ愁죙愁ᒊ鸀眕儀ἀ�耂ἀ�荖荘荥莀腅荵荢荎荽腛荎苌跬邬Ù愁�鸀朁㢊鸀᐀���偵朁偵朁삊鸀�᐀�᐀�᐀�吤耂偵朁吤�ᢍ鸀ւ倀偵朁吤�Ā耂吤耂�ἀ�斃倀ἀ�吤耂吤耂���䢊鸀趀倀쳺鼀鼀〲䍖��〲䍖��Ā�嘤耂朁ἀ�和攀籷섁鱞愁ऌ�䒋鸀㨲䬀偵朁��㲋鸀Ā���Ԁ�㢏鸀����貋鸀䒋鸀Ԁ�����᐀�᐀�ⴀ�㒌鸀쵠䬀偵朁吤�Ā�Ā���ﮋ��Ԁ�퀴愁Ԁ�ऌ�和攀炌鸀ꙡ䬀偵朁��䃫椁Ԁ�㲌�ᣭ搀à椁ꠊ攀�溗嬀균椁氀�
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