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はじめにはじめにはじめにはじめに

このマニュアルでは、Oracle HTML DB 開発環境を使用して、データベース集中型の Web
アプリケーションを構築および配置する方法について説明します。Oracle HTML DB は、複
数の作業領域が別々のデータベースで実行しているように、それらの作業領域でアプリケー
ションを構築し、そのアプリケーションにアクセスできるようにして、単一の Oracle デー
タベースを共有サービスに変換します。

ここでは、次の項目について説明します。

� 対象読者

� このマニュアルの構成

� 関連ドキュメント

� 表記規則
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対象読者対象読者対象読者対象読者
このマニュアルは、Oracle HTML DB を使用してデータベース集中型の Web アプリケー
ションを構築するアプリケーション開発者を対象としています。このマニュアルでは、
Oracle HTML DB 開発環境を使用して、アプリケーションを構築、デバッグ、管理および配
置する方法について説明します。このマニュアルを使用するには、リレーショナル・データ
ベースの概念、および Oracle HTML DB を実行するオペレーティング・システム環境につい
て理解しておく必要があります。

このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成
このマニュアルの構成は次のとおりです。

第第第第 I 部「部「部「部「Oracle HTML DB を使用する前に」を使用する前に」を使用する前に」を使用する前に」

第 I 部では、Oracle HTML DB の基本的な概念を説明し、Oracle HTML DB の概要を示しま
す。

第第第第 1 章「章「章「章「Oracle HTML DB の概要」の概要」の概要」の概要」

この章では、Oracle HTML DB の概要、およびデータベース集中型の Web アプリケーショ
ンを開発するために使用する Oracle HTML DB のコンポーネントの概要を示します。

第第第第 2 章「クイック・スタート」章「クイック・スタート」章「クイック・スタート」章「クイック・スタート」

この章では、Oracle HTML DB の使用方法の概要を説明します。

第第第第 3 章「デモンストレーション・アプリケーションの実行」章「デモンストレーション・アプリケーションの実行」章「デモンストレーション・アプリケーションの実行」章「デモンストレーション・アプリケーションの実行」

この章では、デモンストレーション・アプリケーションを実行する方法を説明し、Oracle 
HTML DB に固有の基礎概念を説明します。

第第第第 II 部「部「部「部「Oracle HTML DB の使用」の使用」の使用」の使用」

第 II 部では、Data Workshop、SQL Workshop および Application Builder を使用してデータ
ベース・ドリブンのアプリケーションを開発する方法を説明します。

第第第第 4 章「章「章「章「Data Workshop を使用したデータの管理」を使用したデータの管理」を使用したデータの管理」を使用したデータの管理」

この章では、Data Workshop を使用して、ホスティングされたデータベースとの間でデータ
をインポートまたはエクスポートする方法を説明します。

第第第第 5 章「章「章「章「SQL Workshop を使用したデータベース・オブジェクトの管理」を使用したデータベース・オブジェクトの管理」を使用したデータベース・オブジェクトの管理」を使用したデータベース・オブジェクトの管理」

この章では、SQL Workshop を使用してデータベース・オブジェクトを表示および管理する
方法、およびデータ・ディクショナリを参照する方法を説明します。
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第第第第 6 章「章「章「章「Application Builder の概要」の概要」の概要」の概要」
この章では、Application Builder の概要を説明します。

第第第第 7 章「章「章「章「Application Builder の使用」の使用」の使用」の使用」

この章では、Application Builder を使用して、アプリケーションを構成するページを構築す
る方法を説明します。

第第第第 8 章「アプリケーション・コンポーネントの構築」章「アプリケーション・コンポーネントの構築」章「アプリケーション・コンポーネントの構築」章「アプリケーション・コンポーネントの構築」

この章では、Oracle HTML DB で、ナビゲーション、リージョン、ボタン、LOV、フォー
ム、レポート、チャート、ヘルプ・ページなどのアプリケーション・コンポーネントを構築
する方法を説明します。

第第第第 9 章「アプリケーションのデバッグ」章「アプリケーションのデバッグ」章「アプリケーションのデバッグ」章「アプリケーションのデバッグ」
この章では、デバッグ・モードの表示、SQL トレースの有効化、ページ・レポートの表示な
ど、アプリケーションの様々なデバッグ方法を説明し、コンポーネントを手動で削除して問
題を分離する方法を説明します。

第第第第 10 章「アプリケーションの管理」章「アプリケーションの管理」章「アプリケーションの管理」章「アプリケーションの管理」

この章では、Application Builder ユーティリティに関する情報を示し、アプリケーションを
エクスポートおよびインポートする方法およびアプリケーション・セキュリティを管理する
方法を説明します。

第第第第 11 章「開発作業領域の管理」章「開発作業領域の管理」章「開発作業領域の管理」章「開発作業領域の管理」

この章では、作業領域管理者が使用可能なツールおよびレポートについて説明します。

第第第第 12 章「高度なプログラミング手法」章「高度なプログラミング手法」章「高度なプログラミング手法」章「高度なプログラミング手法」

この章では、データベース・リンクの確立、コレクションの使用、バックグラウンド SQL
の実行、Web サービスの使用、ユーザー設定項目の管理など、高度なプログラミング手法に
ついて説明します。

第第第第 13 章「章「章「章「Oracle HTML DB API」」」」
この章では、使用可能な Oracle HTML DB API について説明します。

第第第第 III 部「管理」部「管理」部「管理」部「管理」

第 III 部では、作業領域の作成と管理、アプリケーションの変換、アクティビティ、ログ・
ファイルおよびセッションの管理など、Oracle HTML DB の管理に関連するタスクについて
説明します。
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第第第第 14 章「作業領域の管理」章「作業領域の管理」章「作業領域の管理」章「作業領域の管理」
この章では、作業領域の管理時に Oracle HTML DB 管理者が実行するタスクについて説明し
ます。

第第第第 15 章「サービスの管理」章「サービスの管理」章「サービスの管理」章「サービスの管理」
この章では、電子メールの送信、ユーザー・アクティビティの監視、ログ・ファイルの管
理、セッションの管理など、管理者が Oracle HTML DB で実行可能なその他のアクティビ
ティについて説明します。

第第第第 16 章「グローバリゼーションの管理」章「グローバリゼーションの管理」章「グローバリゼーションの管理」章「グローバリゼーションの管理」

この章では、Oracle HTML DB で作成されたアプリケーションを言語変換する方法について
説明します。

付録付録付録付録 A「使用可能な条件」「使用可能な条件」「使用可能な条件」「使用可能な条件」

この付録では、Oracle HTML DB で使用可能な条件のリストを示します。

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

� 『Oracle Database 概要』

� 『Oracle Database アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』

� 『Oracle Database 管理者ガイド』

� 『Oracle Database SQL リファレンス』

このマニュアルに記載されている多数の例は、Oracle とともにデフォルトでインストールさ
れる、シード・データベースのサンプル・スキーマを使用しています。これらのスキーマが
どのように作成されているかと、その使用方法については、『Oracle Database サンプル・ス
キーマ』を参照してください。

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

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

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

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

� 本文の表記規則

� コード例の表記規則

本文の表記規則本文の表記規則本文の表記規則本文の表記規則

本文では、特定の項目が一目でわかるように、次の表記規則を使用します。次の表に、その
規則と使用例を示します。

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例

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

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

固定幅フォントの
大文字

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

SQL*Plus またはユーティリティ・コマン

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

NUMBER列に対してのみ、この句を指定できます。

BACKUPコマンドを使用して、データベースの

バックアップを作成できます。

USER_TABLESデータ・ディクショナリ・ビュー

内の TABLE_NAME列を問い合せます。

DBMS_STATS.GENERATE_STATSプロシージャを

使用します。

固定幅フォントの
小文字

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

sqlplusと入力して、SQL*Plus をオープンしま

す。

パスワードは、orapwdファイルで指定します。

/disk1/oracle/dbsディレクトリ内のデータ・

ファイルおよび制御ファイルのバックアップを作
成します。

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

ります。

QUERY_REWRITE_ENABLED初期化パラメータを

trueに設定します。

oeユーザーとして接続します。

注意注意注意注意 : プログラム要素には、大文字と小文

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

JRepUtilクラスが次のメソッドを実装します。
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コード例の表記規則コード例の表記規則コード例の表記規則コード例の表記規則

コード例は、SQL、PL/SQL、SQL*Plus または他のコマンドライン文の例です。次のように
固定幅フォントで表示され、通常のテキストと区別されます。

SELECT username FROM dba_users WHERE username = 'MIGRATE';

次の表に、コード例で使用される表記規則とその使用例を示します。

固定幅フォントの
小文字のイタリック

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

parallel_clauseを指定できます。

Uold_release.SQLを実行します。ここで、

old_releaseとはアップグレード前にインス

トールしたリリースを示します。

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例

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

DECIMAL (digits [ , precision ])

{ } 中カッコは、カッコ内の項目のうち、1 つが

必須であることを表します。中カッコは、
入力しないでください。

{ENABLE | DISABLE}

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

ないでください。

{ENABLE | DISABLE}
[COMPRESS | NOCOMPRESS]

... 水平の省略記号は、次のいずれかを示しま
す。

� 例に直接関連しないコードの一部が省
略されている。

� コードの一部を繰り返すことができる。

CREATE TABLE ... AS subquery;

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

 .
 .
 .

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

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

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

acctbal NUMBER(11,2);
acct    CONSTANT NUMBER(4) := 3;

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

CONNECT SYSTEM/system_password
DB_NAME = database_name

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

も入力できます。

SELECT last_name, employee_id FROM 
employees;
SELECT * FROM USER_TABLES;
DROP TABLE hr.employees;

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

SELECT last_name, employee_id FROM 
employees;
sqlplus hr/hr

注意注意注意注意 : プログラム要素には、大文字と小文字

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

CREATE USER mjones IDENTIFIED BY ty3MU9;

規則規則規則規則 意味意味意味意味 例例例例
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第第第第 I 部部部部

Oracle HTML DB を使用する前にを使用する前にを使用する前にを使用する前に

第 I 部では、Oracle HTML DB の概要を示します。Oracle HTML DB の基本的な概念を説明
します。

第 I 部に含まれる章は、次のとおりです。

� 第 1 章「Oracle HTML DB の概要」

� 第 2 章「クイック・スタート」

� 第 3 章「デモンストレーション・アプリケーションの実行」





Oracle HTML DB の
1

Oracle HTML DB の概要の概要の概要の概要

この章では、Oracle HTML DB の概要、およびデータベース集中型の Web アプリケーショ
ンを開発するために使用する Oracle HTML DB のコンポーネントの概要を示します。

この章の内容は次のとおりです。

� Oracle HTML DB

� Application Builder

� SQL Workshop

� Data Workshop
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Oracle HTML DB
Oracle HTML DB
Oracle HTML DB は、データベース集中型の Web アプリケーションを開発および配置する
ための、ホスティングされた宣言的な開発環境です。Oracle HTML DB は、複数の作業領域
が別々のデータベースで実行しているように、それらの作業領域でアプリケーションを構築
し、そのアプリケーションにアクセスできるようにして、単一の Oracle データベースを共
有サービスに変換します。Oracle HTML DB を使用すると、設計テーマ、ナビゲーション・
コントロール、フォーム・ハンドラ、自由度が高いレポートなどの組込み機能を使用して、
アプリケーション開発プロセスを短縮できます。

HTML DB エンジンは、データベース表に格納されたデータから、リアルタイムでアプリ
ケーションをレンダリングします。アプリケーションを作成または拡張すると、Oracle 
HTML DB はメタデータを作成するか、またはデータベース表に格納されたメタデータを変
更します。アプリケーションを実行した後、HTML DB エンジンは、メタデータを読み込
み、アプリケーションを表示します。

Oracle HTML DB は、コーディングの必要なく、自動的にセッション・ステートを保持しま
す。アプリケーションでステートフルな動作を行うために、Oracle HTML DB はデータベー
スのセッション・ステートを透過的に管理します。アプリケーション開発者は、標準的な
SQL バインド変数構文および単純な置換処理によって、セッション・ステートを取得および
設定できます。

Oracle HTML DB 開発プラットフォームは、次のコンポーネントで構成されています。

� Application Builder

� SQL Workshop

� Data Workshop

Application Builder
Application Builder を使用すると、表やプロシージャなどのデータベース・オブジェクトの

上位に HTML インタフェース（またはアプリケーション）を構築することができます。
アプリケーションは、タブ、ボタンまたはハイパー・テキスト・リンクを使用して相互にリ
ンクされた、データベース・ドリブンの Web ページのコレクションです。アプリケーショ
ンの作成後、指定したテンプレートおよび UI 要素を使用して、HTML DB エンジンでアプ
リケーションがレンダリングされます。

ページは、アプリケーションの基本的なビルディング・ブロックです。各ページにはボタン
およびフィールドを配置でき、アプリケーション・ロジック（またはプロセス）を含めるこ
とができます。ページでは、条件付きナビゲーションを使用したあるページから次のページ
へのブランチ、計算の実行、検証（編集確認など）の実行、レポート、フォームおよび
チャートの表示を行うことができます。
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Data Workshop
SQL Workshop
SQL Workshop を使用すると、データベース・オブジェクトを Web ブラウザから表示およ
び管理できます。SQL Workshop を使用すると、データの格納や取得、SQL コマンドの実行
および次のタスクの実行を行うことができます。

� SQL コマンドの実行

� SQL スクリプトのアップロードおよび実行

� 実行済 SQL の履歴の保持

� データベース・オブジェクトの作成または変更

� データの例示問合せ

� データ・ディクショナリの参照

� ドリルアップおよびドリルダウンを使用したデータベース参照の有効化

Data Workshop
Data Workshop を使用すると、ホスティングされたデータベースとの間でデータをインポー
トまたはエクスポートすることができます。インポート可能な形式には、テキスト（カンマ
区切りデータやタブ区切りデータ）、XML 文書およびスプレッドシートが含まれます。エク
スポート可能な形式には、テキスト（カンマ区切りやタブ区切りデータ）および XML 文書
が含まれます。

たとえば、スプレッドシートのインポート・ウィザードを使用して、スプレッドシートを
データベース表に変換することによって、複数のユーザーでデータをすばやく共有できま
す。このウィザードを実行すると、SQL の知識がなくても、新しい表を作成し、データを
ロードできます。データをデータベース表にロードすると、他のデータベース表と同様に、
そのデータベース表の 上位でアプリケーションを構築できます。

参照参照参照参照 :

� 6-1 ページの「Application Builder の概要」を参照してください。

� 7-1 ページの「Application Builder の使用」を参照してください。

� 8-1 ページの「アプリケーション・コンポーネントの構築」を参照し
てください。

参照参照参照参照 : 5-1 ページの「SQL Workshop を使用したデータベース・オブジェ
クトの管理」を参照してください。
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Data Workshop
参照参照参照参照 :

� 4-1 ページの「Data Workshop を使用したデータの管理」を参照して
ください。

� 4-3 ページの「スプレッドシート・データのインポート」を参照して
ください。
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クイック・スタ
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クイック・スタートクイック・スタートクイック・スタートクイック・スタート

この章では、Oracle HTML DB の使用方法の概要を説明します。インストール処理が完了し
ていることを前提としています。

この章の内容は次のとおりです。

� Oracle HTML DB ユーザー・ロールの理解

� Oracle HTML DB へのログイン

� Oracle HTML DB ユーザー・インタフェースの概要

� アプリケーションの作成ウィザードを使用したアプリケーションの作成

参照参照参照参照 :

� 3-1 ページの「デモンストレーション・アプリケーションの実行」を
参照してください。

� 6-1 ページの「Application Builder の概要」を参照してください。

� 7-1 ページの「Application Builder の使用」を参照してください。
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Oracle HTML DB ユーザー・ロールの理解
Oracle HTML DB ユーザー・ロールの理解ユーザー・ロールの理解ユーザー・ロールの理解ユーザー・ロールの理解
Oracle HTML DB 開発環境では、ユーザーは作業領域という作業用の共有領域にログインし
ます。ユーザーは、次の 3 つの主なロールに分類されます。

� 開発者

� 作業領域管理者

� Oracle HTML DB 管理者

開発者は、アプリケーションを作成および編集できます。作業領域管理者は、作業領域固有
の管理タスクを実行します。Oracle HTML DB 管理者は、Oracle HTML DB 開発環境インス
タンス全体を管理します。

Oracle HTML DB へのログインへのログインへのログインへのログイン
Oracle HTML DB へログインするときは、作業領域にログインします。作業領域は、Oracle 
HTML DB 開発環境内の領域で、複数の開発者がアプリケーションを作成できます。

この項の内容は次のとおりです。

� 作業領域のリクエスト

� 作業領域へのログイン

� パスワードの再設定

� 作業領域のログアウト

参照参照参照参照 :

� 6-1 ページの「Application Builder の概要」を参照してください。

� 11-1 ページの「開発作業領域の管理」を参照してください。

� 14-1 ページの「作業領域の管理」 を参照してください。

注意注意注意注意 : ユーザーが作業領域をリクエストしたり、パスワードを変更する
には、Oracle HTML DB 管理者がエンジン設定を構成する必要がありま
す。

参照参照参照参照 : 15-6 ページの「エンジン設定の管理」を参照してください。
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Oracle HTML DB へのログイン
作業領域のリクエスト作業領域のリクエスト作業領域のリクエスト作業領域のリクエスト

Oracle HTML DB へログインする前に、作業領域をリクエストする必要があります。各作業
領域には、一意の ID と名前があります。適切な資格証明を持つ管理者のみが新しい作業領
域を作成できます。

作業領域をリクエストするには、次の手順を実行します。

1. Web ブラウザで、Oracle HTML DB のログイン・ページにナビゲートします。デフォル
トでは、Oracle HTML DB は次の場所にインストールされます。

http://server:port/pls/Database Authentication Descriptor/htmldb

ログイン・ページが表示されます。

2. 「タスク」で、「作業領域をリクエスト作業領域をリクエスト作業領域をリクエスト作業領域をリクエスト」をクリックします。

サービスのリクエスト・ウィザードが表示されます。

3. 「続行続行続行続行」をクリックし、画面に表示される手順に従います。

作業領域へのログイン作業領域へのログイン作業領域へのログイン作業領域へのログイン
作業領域のリクエストが承認されると、Oracle HTML DB 管理者から作業領域名、ユーザー
名およびパスワードが提供されます。

Oracle HTML DB にログインするには、次の手順を実行します。

1. Web ブラウザで、Oracle HTML DB のログイン・ページにナビゲートします。デフォル
トでは、Oracle HTML DB は次の場所にインストールされます。

http://server:port/pls/Database Authentication Descriptor/htmldb

ログイン・ページが表示されます。

注意注意注意注意 : この項は、Oracle HTML DB 管理者が、作業領域のリクエストを
サポートするために Oracle HTML DB を構成済である場合にのみ適用され
ます。

参照参照参照参照 : 作業領域のリクエストを有効にする方法の詳細は、14-4 ページの
「割当てモードの指定」を参照してください。

参照参照参照参照 : 14-3 ページの「作業領域の作成」を参照してください。
クイック・スタート 2-3



Oracle HTML DB へのログイン
2. 「ログイン」で、次のように入力します。

� 「作業領域」で、作業領域名を入力します。

� 「ユーザー名」で、ユーザー名を入力します。

� 「パスワード」で、パスワードを大 / 小文字を区別して入力します。

3. 「ログインログインログインログイン」をクリックします。

パスワードの再設定パスワードの再設定パスワードの再設定パスワードの再設定
Oracle HTML DB のログイン・ページにある「パスワードを再設定」リンクをクリックする
と、パスワードを再設定できます。

パスワードを再設定するには、次の手順を実行します。

1. Web ブラウザで、Oracle HTML DB のログイン・ページにナビゲートします。デフォル
トでは、Oracle HTML DB は次の場所にインストールされます。

http://server:port/pls/Database Authentication Descriptor/htmldb

2. 「タスク」で、「パスワードを再設定パスワードを再設定パスワードを再設定パスワードを再設定」をクリックします。

3. 作業領域名および電子メール・アドレスを入力して、「パスワードを再設定パスワードを再設定パスワードを再設定パスワードを再設定」をクリッ
クします。新しいパスワードが指定した電子メール・アドレスに送信されます。

作業領域のログアウト作業領域のログアウト作業領域のログアウト作業領域のログアウト
Oracle HTML DB をログアウトするには、ウィンドウの右上にある「ログアウトログアウトログアウトログアウト」アイコン
をクリックします。
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Oracle HTML DB ユーザー・インタフェースの概要
Oracle HTML DB ユーザー・インタフェースの概要ユーザー・インタフェースの概要ユーザー・インタフェースの概要ユーザー・インタフェースの概要
Oracle HTML DB にログインすると、図 2-1 に示す Oracle HTML DB のホームページが表示
されます。

図図図図 2-1 Oracle HTML DB のホームページのホームページのホームページのホームページ

Oracle HTML DB 開発環境は、3 つのコンポーネントで構成されています。

� Application Builder: Application Builder を使用すると、表やプロシージャなどのデー
タベース・オブジェクトの外観として HTML インタフェース（またはアプリケーショ
ン）を構築できます。

� SQL Workshop: SQL Workshop を使用すると、データベース・オブジェクトを Web ブ
ラウザから表示および管理できます。

� Data Workshop: Data Workshop を使用すると、ホスティングされたデータベースとの
間でデータをインポートまたはエクスポートできます。

これらのコンポーネントにアクセスするには、ページ中央の大きいアイコンをクリックする
か、右上にあるナビゲーション・バー・アイコンをクリックします。「管理」を使用すると、

「管理サービス」ページにアクセスできます。
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アプリケーションの作成ウィザードを使用したアプリケーションの作成
タスク・リストの使用の概要タスク・リストの使用の概要タスク・リストの使用の概要タスク・リストの使用の概要
多くの Oracle HTML DB ページでは、ページの右側にタスク・リストがあります。リスト・
アイテムを選択すると、共通の手順にすばやくリンクされます。

その他の参照先その他の参照先その他の参照先その他の参照先
Oracle HTML DB のほとんどのページには、ページ・レベル・ヘルプがあります。ページ右
側のテキスト・ボックスに表示されるページ・レベル・ヘルプでは、そのページの機能の簡
単な説明が表示されます。Oracle HTML DB には、次の 2 つの形式のオンライン・ヘルプも
あります。

� 手続き型オンライン・ヘルプ手続き型オンライン・ヘルプ手続き型オンライン・ヘルプ手続き型オンライン・ヘルプ : ヘルプ・ナビゲーション・バー・アイコンをクリックす
ると、HTML ベースのオンライン・ヘルプにアクセスできます。

� フィールド・レベル・ヘルプフィールド・レベル・ヘルプフィールド・レベル・ヘルプフィールド・レベル・ヘルプ : Oracle HTML DB のほとんどの LOV、選択リスト、
チェック・ボックスおよびフィールドには、アイテム・ヘルプがあります。アイテム・
ヘルプが使用可能な場合は、カーソルを合わせると、アイテム・ラベルがハイライト表
示されます。アイテム・ラベルをクリックすると、別のウィンドウに説明が表示されま
す。

アプリケーションの作成ウィザードを使用したアプリケーションアプリケーションの作成ウィザードを使用したアプリケーションアプリケーションの作成ウィザードを使用したアプリケーションアプリケーションの作成ウィザードを使用したアプリケーション
の作成の作成の作成の作成

エンド・ユーザーが Oracle データベースのデータにすばやくアクセスできるようにするた
めの簡単な方法は、アプリケーションの作成ウィザードを使用することです。このウィザー
ドでは、 大 5 ページで構成される基本的なアプリケーションを作成します。このアプリ
ケーションには、次のコンポーネントが含まれます。

� メニューが含まれるホームページ

� 検索可能レポート

参照参照参照参照 :

� 6-1 ページの「Application Builder の概要」を参照してください。

� 7-1 ページの「Application Builder の使用」を参照してください。

� 5-1 ページの「SQL Workshop を使用したデータベース・オブジェクト
の管理」を参照してください。

� 4-1 ページの「Data Workshop を使用したデータの管理」を参照して
ください。

� 11-1 ページの「開発作業領域の管理」を参照してください。
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アプリケーションの作成ウィザードを使用したアプリケーションの作成
� 編集ページ

� 挿入ページ

� チャート作成ページ

アプリケーションの作成ウィザードでは、レポートの作成、およびデータの更新、挿入対象
となる、単一の表または関連性のない複数の表が存在することを想定しています。生成した
アプリケーションは、Application Builder を使用して変更できます。

アプリケーションの作成ウィザードでアプリケーションを作成するには、次の手順を実行し
ます。

1. 2-2 ページの「Oracle HTML DB へのログイン」の説明に従って、Oracle HTML DB に
ログインします。

2. ウィンドウの右上にある「ビルドビルドビルドビルド」ナビゲーション・バー・アイコンをクリックします
（図 2-2 を参照）。

図図図図 2-2「ビルド」ナビゲーション・バー・アイコン「ビルド」ナビゲーション・バー・アイコン「ビルド」ナビゲーション・バー・アイコン「ビルド」ナビゲーション・バー・アイコン

Application Builder が表示されます。

3. 「アプリケーションを作成アプリケーションを作成アプリケーションを作成アプリケーションを作成」をクリックします（図 2-3 を参照）。

図図図図 2-3「アプリケーションを作成」アイコン「アプリケーションを作成」アイコン「アプリケーションを作成」アイコン「アプリケーションを作成」アイコン

アプリケーションの作成ウィザードが表示されます。
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アプリケーションの作成ウィザードを使用したアプリケーションの作成
4. 「作成方法を選択」で、「既存の表に基づく既存の表に基づく既存の表に基づく既存の表に基づく」をクリックし、「次へ次へ次へ次へ」をクリックします。

指定した既存の表に基づく完全なアプリケーションが作成されます。デフォルトのオプ
ションを選択すると、メニュー、軌跡メニュー、レポート・ページ、フォーム・ページ
およびチャート・ページを含むアプリケーションが作成されます。

5. アプリケーションの基になる表またはビューを選択し、「次へ次へ次へ次へ」をクリックします。

各アプリケーションは、特定のデータベース・スキーマが所有する表またはビューに基
づきます。

6. アプリケーション名を指定します。

7. 必要であれば、次のオプションを選択して、「次へ次へ次へ次へ」をクリックします。

� 軌跡リンク・ナビゲーション機能を含む軌跡リンク・ナビゲーション機能を含む軌跡リンク・ナビゲーション機能を含む軌跡リンク・ナビゲーション機能を含む

� レポート・ページの主キーの非表示レポート・ページの主キーの非表示レポート・ページの主キーの非表示レポート・ページの主キーの非表示

8. 選択内容を確認して、「完了完了完了完了」をクリックします。

「確認」ページに、次の 2 つのアイコンが表示されます。

� アプリケーションを実行

� アプリケーションを編集

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
「クイック・アプリケーションの確認」ページの「アプリケーションを実行」アイコンをク
リックすると、アプリケーションを実行できます。

「クイック・アプリケーションの確認」ページからアプリケーションを実行するには、次の
手順を実行します。

1. 「アプリケーションを実行アプリケーションを実行アプリケーションを実行アプリケーションを実行」をクリックします。

ログイン・ページが表示されます。

参照参照参照参照 :

� 「クイック・アプリケーションの確認」ページからのアプリケーショ
ンの実行の詳細は、2-8 ページの「アプリケーションの実行」を参照
してください。

� Application Builder からのアプリケーションの実行の詳細は、7-57
ページの「ページの実行」を参照してください。

� アプリケーション属性の詳細は、7-29 ページの「アプリケーション属
性の編集」を参照してください。
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アプリケーションの作成ウィザードを使用したアプリケーションの作成
2. 作業領域のユーザー名およびパスワードを入力して、「ログインログインログインログイン」をクリックし、アプ
リケーションにログインします。

アプリケーションが表示されます。「開発者」ツールバーがページの下部に表示されま
す（図 2-4 を参照）。

図図図図 2-4 Application Builder のののの「開発者」ツールバー「開発者」ツールバー「開発者」ツールバー「開発者」ツールバー

「開発者」ツールバーを使用すると、カレント・ページの編集、新しいページ、コント
ロールまたはコンポーネントの作成、セッション・ステートの表示または編集リンクの
オン / オフを簡単に切り替えられます。

3. アプリケーションの内容を表示します。

4. アプリケーションを終了し、Application Builder に戻るには、「開発者」ツールバーの
「ページを編集ページを編集ページを編集ページを編集」をクリックします。

図 2-5 に示すとおり、ページ定義が表示されます。

図図図図 2-5 ページ定義ページ定義ページ定義ページ定義

ページは、アプリケーションの基本的なビルディング・ブロックです。ページ定義を使
用すると、ページを定義するコンポーネントを表示、作成および編集できます。
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アプリケーションの作成ウィザードを使用したアプリケーションの作成
5. Application Builder のホームページに戻るには、「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」タブを選択しま
す。

参照参照参照参照 :

� 6-1 ページの「Application Builder の概要」を参照してください。

� 7-2 ページの「ページの定義の理解」を参照してください。

� 7-10 ページの「「開発者」ツールバーの使用」を参照してください。
2-10 Oracle HTML DB ユーザーズ・ガイド



デモンストレーション・アプリケーションの
3

デモンストレーション・アプリケーションのデモンストレーション・アプリケーションのデモンストレーション・アプリケーションのデモンストレーション・アプリケーションの

実行実行実行実行

この章では、Oracle HTML DB とともにインストールされたデモンストレーション・アプリ
ケーションを実行および変更する方法を説明します。これらのアプリケーションを実行した
り、動作方法を分析すると、Oracle HTML DB を使用して独自のアプリケーションを構築す
る方法を理解するのに役立ちます。

この章の内容は次のとおりです。

� デモンストレーション・アプリケーションの表示およびインストール

� デモンストレーション・アプリケーションの実行

� サンプル・アプリケーションの概要

� デモンストレーション・アプリケーションの変更

� 基礎となるデータベース・オブジェクトの表示

参照参照参照参照 :

� 第 1 章「Oracle HTML DB の概要」を参照してください。

� 第 2 章「クイック・スタート」を参照してください。

� 第 6 章「Application Builder の概要」を参照してください。

� 第 7 章「Application Builder の使用」を参照してください。
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デモンストレーション・アプリケーションの表示およびインストール
デモンストレーション・アプリケーションの表示およびインスデモンストレーション・アプリケーションの表示およびインスデモンストレーション・アプリケーションの表示およびインスデモンストレーション・アプリケーションの表示およびインス
トールトールトールトール

Oracle HTML DB とともに多くのデモンストレーション・アプリケーションがインストール
されます。これらのアプリケーションを使用して、アプリケーションに組み込むことができ
る多様な機能について学習してください。

Oracle HTML DB に含まれるデモンストレーション・アプリケーションを表示するには、次
の手順を実行します。

1. 2-2 ページの「Oracle HTML DB へのログイン」の説明に従って、Oracle HTML DB に
ログインします。

Oracle HTML DB が表示されます。

2. ページの右側の「タスク」リストから、「デモンストレーション・アプリケーションをデモンストレーション・アプリケーションをデモンストレーション・アプリケーションをデモンストレーション・アプリケーションを
レビューレビューレビューレビュー」を選択します。

「デモンストレーション・アプリケーション」ページに、次のアプリケーションへのリ
ンクが表示されます。

� 「サンプル・アプリケーション」には、基本的な設計概念に焦点をあてた実用的な
デモンストレーションが表示されます。

� 「コレクション展示」には、ショッピング・カートの概要が表示されます。

� 「Web サービス」には、Web サービスの使用方法の例が表示されます。

� 「大統領就任演説」には、Oracle Text のデモンストレーションが表示されます。

「デモンストレーション・アプリケーション」ページの「ステータス」列には、現在アプリ
ケーションがインストールされているかどうかが示されます。

デモンストレーション・アプリケーションを再インストールするには、次の手順を実行しま
す。

1. 前述の手順に従って「デモンストレーション・アプリケーション」ページにナビゲート
します。

2. インストールするアプリケーションが表示されるまでスクロールして、「再インストー再インストー再インストー再インストー
ルルルル」をクリックします。

3. 画面に表示される手順に従います。

参照参照参照参照 : 12-15 ページの「Web サービスの実装」を参照してください。
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デモンストレーション・アプリケーションの実行
デモンストレーション・アプリケーションの実行デモンストレーション・アプリケーションの実行デモンストレーション・アプリケーションの実行デモンストレーション・アプリケーションの実行
Oracle HTML DB とともに多くのデモンストレーション・アプリケーションがインストール
されます。インストール後にデモンストレーション・アプリケーションを実行するには、複
数の方法があります。

デモンストレーション・アプリケーションからのアプリケーションの実行デモンストレーション・アプリケーションからのアプリケーションの実行デモンストレーション・アプリケーションからのアプリケーションの実行デモンストレーション・アプリケーションからのアプリケーションの実行
デモンストレーション・アプリケーションを実行する も簡単な方法は、「デモンストレー
ション・アプリケーション」ページにナビゲートすることです。

「デモンストレーション・アプリケーション」ページからデモンストレーション・アプリ
ケーションを実行するには、次の手順を実行します。

1. 2-2 ページの「Oracle HTML DB へのログイン」の説明に従って、Oracle HTML DB に
ログインします。

Oracle HTML DB が表示されます。

2. ページの右側の「タスク」リストから、「デモンストレーション・アプリケーションをデモンストレーション・アプリケーションをデモンストレーション・アプリケーションをデモンストレーション・アプリケーションを
レビューレビューレビューレビュー」を選択します。

「デモンストレーション・アプリケーション」ページが表示されます。

3. 実行するアプリケーションを検索します。

4. 「アクション」列で「実行実行実行実行」をクリックします。

5. Oracle HTML DB のユーザー名およびパスワードを入力して、「ログインログインログインログイン」をクリック
します。
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デモンストレーション・アプリケーションの実行
Application Builder からのアプリケーションの実行からのアプリケーションの実行からのアプリケーションの実行からのアプリケーションの実行
デモンストレーション・アプリケーションは、Application Builder から実行することもでき
ます。Application Builder は、アプリケーションを構成するページを構築するためのツール
です。

Application Builder からデモンストレーション・アプリケーションを実行するには、次の手
順を実行します。

1. 2-2 ページの「Oracle HTML DB へのログイン」の説明に従って、Oracle HTML DB に
ログインします。

Oracle HTML DB が表示されます。

2. ウィンドウの右上にある「ビルドビルドビルドビルド」ナビゲーション・バー・アイコンをクリックしま
す。

Application Builder が表示されます。

3. 「選択可能なアプリケーション」リストから適切なデモンストレーション・アプリケー
ションを選択し、「実行実行実行実行」をクリックします。

4. 「実行実行実行実行」をクリックします（図 3-1 を参照）。

図図図図 3-1「実行」アイコン「実行」アイコン「実行」アイコン「実行」アイコン

5. Oracle HTML DB のユーザー名およびパスワードを入力して、「ログインログインログインログイン」をクリック
します。
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サンプル・アプリケーションの概要
サンプル・アプリケーションの概要サンプル・アプリケーションの概要サンプル・アプリケーションの概要サンプル・アプリケーションの概要
各デモンストレーション・アプリケーションは、それぞれが異なる一連の機能に特化してい
ます。この項では、デモンストレーション・アプリケーション（サンプル・アプリケーショ
ン）について説明します。

図 3-2 に示すとおり、サンプル・アプリケーションでは、電気製品およびコンピュータ製品
の注文および顧客情報を表示、更新および検索するための使用しやすいインタフェースが特
徴です。「Home」、「Orders」、「Products」および「Customers」タブを使用して、ページ間
を移動できます。

図図図図 3-2 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

サンプル・アプリケーションでは、次の機能を示します。

� 顧客の検索

� 注文および顧客の詳細表示

� 顧客および製品情報の編集

� すべての注文、製品または顧客の表示

� 注文、製品および顧客情報の列ヘッダーによるソート

� 新しい注文、製品および顧客の作成

� 「印刷用」モードでのページの表示
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サンプル・アプリケーションの概要
次の項では、各ページで使用可能な特定の機能について説明します。

「「「「Home」ページ」ページ」ページ」ページ
「Home」ページは、独立した 3 つのセクションで構成されています。

� 「Customer Search」フィールド

� 「Tasks」リスト

� 注文、顧客および製品のレポート

顧客を検索するには、「Customer Search」フィールドを使用します。顧客の名前を
「Customer Search」フィールドに入力して、「Go」をクリックします。

「Home」ページの右側には、2 つの異なるレポート形式および棒グラフが表示されます。
「Top Orders」レポートで注文番号を選択すると、注文の詳細にリンクできます。「Top 

Customers」レポートで顧客の名前を選択すると、顧客の詳細にリンクできます。

「Tasks」リストは、アプリケーション内の他のページに移動する一連のリンクで構成されま
す。「Home」ページの「Tasks」リストで使用可能なリンクは次のとおりです。

� Enter New Order: 新しい注文の作成処理のウィザードにリンクします。 初に顧客の名
前を選択してから、注文にアイテムを追加します。

� Enter New Order: 新しい顧客の情報を入力できるフォームにリンクします。

� About this Application: このアプリケーションについて説明している情報ページにリン
クします。

「「「「Orders」ページ」ページ」ページ」ページ
「Orders」ページを使用すると、注文情報を検索、表示および入力できます。デフォルトで
は、ページの右側に現在の注文が表示されます。注文を検索するには、「Search for」フィー
ルドに注文番号を入力し、「Go」をクリックします。情報をソートするには、列ヘッダーを
クリックします。特定の注文の詳細を表示するには、表示アイコンをクリックします（図
3-3 を参照）。

図図図図 3-3 表示アイコン表示アイコン表示アイコン表示アイコン

新しい注文の入力、または注文収益の月ごとの表示および注文の顧客ごとの表示を行うに
は、ページの左側の「Tasks」リストを使用します。

参照参照参照参照 : 6-2 ページの「ページの概要」を参照してください。
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デモンストレーション・アプリケーションの変更
「「「「Products」ページ」ページ」ページ」ページ
「Products」ページを使用すると、製品情報を表示および編集できます。デフォルトでは、
ページの右側に現在の製品が表示されます。情報をソートするには、列ヘッダーをクリック
します。「Edit」をクリックすると、製品の説明を編集できます。新しい製品を追加したり、
カテゴリごとに製品を示すグラフを表示するには、ページの左側の「Tasks」リストを使用
します。

「「「「Customers」ページ」ページ」ページ」ページ
「Customers」ページを使用すると、顧客情報を表示および編集できます。顧客を検索するに
は、「Search for」フィールドに顧客の名前を入力し、「Go」をクリックします。デフォルト
では、ページの右側に顧客情報が表示されます。情報をソートするには、列ヘッダーをク
リックします。「Edit」をクリックすると、顧客情報を更新できます。すべての顧客を表示
したり、新しい顧客レコードを入力するには、ページの左側の「Tasks」リストを使用しま
す。

「印刷用」モードでのページの表示「印刷用」モードでのページの表示「印刷用」モードでのページの表示「印刷用」モードでのページの表示
ページの右上の「Print」をクリックすると、現行のページが「印刷用」モードで表示されま
す。「印刷用」モードの場合、HTML DB エンジンは、HTML 内のすべてのテキストを
フィールドからテキストとして表示します。

アプリケーションで「印刷用」モードでの表示を使用可能にするには、「アプリケーション
属性を編集」ページで出力モード・ページ・テンプレートを作成してから指定する必要があ
ります。

デモンストレーション・アプリケーションの変更デモンストレーション・アプリケーションの変更デモンストレーション・アプリケーションの変更デモンストレーション・アプリケーションの変更
デモンストレーション・アプリケーションで使用可能な機能の種類を理解した後で、各ペー
ジの構成方法の詳細を学習します。アプリケーションの編集には、Application Builder を使
用します。Application Builder を使用すると、アプリケーションの既存のページの編集、
ページのアプリケーションへの追加または完全に新しいアプリケーションの作成を行うこと
ができます。

参照参照参照参照 : 出力モード・ページ・テンプレートを指定する方法の詳細は、
7-16 ページの「テンプレートでの操作」および 7-34 ページの「ユーザー・
インタフェース・テンプレート」を参照してください。
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デモンストレーション・アプリケーションの変更
「開発者」ツールバー「開発者」ツールバー「開発者」ツールバー「開発者」ツールバー
開発者権限で Oracle HTML DB にログインしてアプリケーションを実行すると、すべての
ページの下部に「開発者」ツールバーが表示されます。図 3-4 に示すとおり、「開発者」ツー
ルバーでは、現在実行されているページの編集、新しいページ、コントロールまたはコン
ポーネントの作成、セッション・ステートの表示または編集リンクのオン / オフを簡単に切
り替えられます。

図図図図 3-4 サンプル・アプリケーションの「開発者」ツールバーサンプル・アプリケーションの「開発者」ツールバーサンプル・アプリケーションの「開発者」ツールバーサンプル・アプリケーションの「開発者」ツールバー

「開発者」ツールバーは、次のリンクで構成されています。

� Edit Application: Application Builder のホームページにリンクします（7-5 ページの
「ページ定義の表示」を参照）。

� Edit Page: 現在実行されているページのページ定義にアクセスします（7-37 ページの
「ページ属性の表示」を参照）。

� New: 新しい空白ページ、コンポーネント（レポート、チャートまたはフォーム）、ペー
ジ・コントロール（リージョン、ボタンまたはアイテム）または共有コンポーネント

（メニュー、リストまたはタブ）を作成できるウィザードにリンクします。

� Session: カレント・ページのセッション・ステート情報にリンクします（6-14 ページの
「セッション・ステートの表示」を参照）。

� Debug: デバッグ・モードでカレント・ページを実行します（9-2 ページの「デバッグ・
モードへのアクセス」を参照）。

� Show Edit Links: 「Show Edit Links」と「Hide Edit Links」を切り替えます。「Show 
Edit Links」をクリックすると、（4 つのグレーのドットに見える）編集リンクがペー
ジ・コンポーネントまたはコントロールの右側に表示されます。編集リンクをクリック
すると、選択したコンポーネントまたはコントロールを編集できます。

デモンストレーション・アプリケーションの編集デモンストレーション・アプリケーションの編集デモンストレーション・アプリケーションの編集デモンストレーション・アプリケーションの編集
デモンストレーション・アプリケーションは、次の 2 つの方法で編集できます。

� 「デモンストレーション・アプリケーション」ページで、編集するアプリケーションの
横の「編集編集編集編集」をクリックする。

� アプリケーションを実行している場合は、「開発者」ツールバーの「Edit Application」
をクリックする。
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デモンストレーション・アプリケーションの変更
図 3-5 に示すとおり、Application Builder のホームページの上部に「選択可能なアプリケー
ション」リストが表示されます。「選択可能なアプリケーション」リストには、カレント・
アプリケーションの名前が表示されることに注意してください。

図図図図 3-5「選択可能なアプリケーション」リスト「選択可能なアプリケーション」リスト「選択可能なアプリケーション」リスト「選択可能なアプリケーション」リスト

カレント・アプリケーション ID、 終更新日、認証スキーム、別名、所有者および選択済
テンプレートがリストの直下に表示されます。次のアイコンをクリックして、既存のアプリ
ケーションの実行、新しいアプリケーションの作成、アプリケーション属性の編集または情
報のエクスポートを行うことができます。

� 実行実行実行実行 : カレント・アプリケーションのページを HTML DB エンジンに送信し、アプリ
ケーション属性に指定された「ホーム・リンク」で始まる表示可能な HTML をレンダ
リングします。

� アプリケーションを作成アプリケーションを作成アプリケーションを作成アプリケーションを作成 : アプリケーションの作成ウィザードを使用して、新しいアプ
リケーションを作成します。

� 属性を編集属性を編集属性を編集属性を編集 : 「アプリケーション属性を編集」ページを表示します。

� エクスポートエクスポートエクスポートエクスポート / インポートインポートインポートインポート : エクスポート / インポート・ウィザードにリンクします。
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基礎となるデータベース・オブジェクトの表示
3-10 ページの図 3-6 に示すとおり、Application Builder のホームページの下部には、現在選
択されているアプリケーションのすべてのページのリストが表示されます。

図図図図 3-6 ページ・リスト・ビューページ・リスト・ビューページ・リスト・ビューページ・リスト・ビュー

特定のページにアクセスするには、「ページを編集」フィールドにページ ID を入力して「実実実実
行行行行」をクリックします。ページを編集するには、そのページ名にドリルダウンします。図
3-6 のアプリケーションは、16 ページで構成されています。

基礎となるデータベース・オブジェクトの表示基礎となるデータベース・オブジェクトの表示基礎となるデータベース・オブジェクトの表示基礎となるデータベース・オブジェクトの表示
HTML DB エンジンは、データベース表に格納されたデータに基づいて、リアルタイムでア
プリケーションをレンダリングします。SQL Workshop にデモンストレーション・アプリ
ケーションのデータベース・オブジェクトを表示できます。

参照参照参照参照 :

� Application Builder のホームページの使用方法の詳細は、7-2 ページ
の「Application Builder へのアクセス」を参照してください。

� ページを定義するコンポーネントおよびコントロールの表示、作成お
よび編集の詳細は、7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照してく
ださい。

参照参照参照参照 : 5-1 ページの「SQL Workshop を使用したデータベース・オブジェ
クトの管理」を参照してください。
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基礎となるデータベース・オブジェクトの表示
アプリケーションに使用されているデータベース・オブジェクトを表示するには、次の手順
を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

スキーマおよびタイプ別に表示された後、名前順に表示されます。「データ・ブラウザ」
の下で、データベース・オブジェクト・タイプを選択して既存のデータベース・オブ
ジェクトを選択できます。

2. 「データ・ブラウザ」で、「表表表表」を選択します。

3. 検索を作成するには、次の手順を実行します。

� 「スキーマ」で、作業領域を選択します。

� 「タイプ」で、「表表表表」を選択します。

� 「検索」で、DEMO と入力します。

� 「実行実行実行実行」をクリックします。

DEMOという文字列を含む名前を持つすべての表が表示されます。

4. 表の詳細を表示するには、適切な表名の横にある表示アイコンをクリックします。

「オブジェクトの詳細」ページが表示されます。

5. ページの右側の「タスク」リストから、タスクを選択します（オプション）。
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基礎となるデータベース・オブジェクトの表示
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第第第第 II 部部部部

Oracle HTML DB の使用の使用の使用の使用

第 II 部では、Data Workshop、SQL Workshop および Application Builder を使用してデータ
ベース・ドリブンのアプリケーションを開発する方法を説明します。

第 II 部に含まれる章は、次のとおりです。

� 第 4 章「Data Workshop を使用したデータの管理」

� 第 5 章「SQL Workshop を使用したデータベース・オブジェクトの管理」

� 第 6 章「Application Builder の概要」

� 第 7 章「Application Builder の使用」

� 第 8 章「アプリケーション・コンポーネントの構築」

� 第 9 章「アプリケーションのデバッグ」

� 第 10 章「アプリケーションの管理」

� 第 11 章「開発作業領域の管理」

� 第 12 章「高度なプログラミング手法」

� 第 13 章「Oracle HTML DB API」





Data Workshop を使用したデータの
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Data Workshop を使用したデータの管理を使用したデータの管理を使用したデータの管理を使用したデータの管理

この章では、Data Workshop を使用して、ホスティングされたデータベースとの間でデータ
をインポートおよびエクスポートする方法を説明します。

この章の内容は次のとおりです。

� Data Workshop

� データのインポート

� データのエクスポート

参照参照参照参照 :

� 第 1 章「Oracle HTML DB の概要」を参照してください。

� 第 2 章「クイック・スタート」を参照してください。
管理 4-1



Data Workshop
Data Workshop
Oracle HTML DB は、Oracle データベースに格納された情報をレンダリングして、データ
ベース・ドリブンの Web ページのコレクション（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）を作成します。Data 
Workshop を使用すると、ホスティングされたデータベースとの間でデータをインポートま
たはエクスポートすることができます。インポート可能な形式は次のとおりです。

� カンマ区切りデータやタブ区切りデータなどのテキスト

� XML 文書

� スプレッドシート

エクスポート可能な形式は次のとおりです。

� カンマ区切りデータやタブ区切りデータなどのテキスト

� XML 文書

Data Workshop にアクセスするには、次の手順を実行します。

1. 「データ」アイコンをクリックします（図 4-1 を参照）。

図図図図 4-1「データ」アイコン「データ」アイコン「データ」アイコン「データ」アイコン

2. 「データのインポート」および「データのエクスポート」で適切なリンクをクリックし
ます。

データのインポートデータのインポートデータのインポートデータのインポート
Data Workshop を使用すると、テキスト・ファイル、XML 文書およびスプレッドシートに
格納されたデータを Oracle データベースにインポートできます。

この項の内容は次のとおりです。

� テキスト・ファイルのインポート

� XML 文書のインポート

� スプレッドシート・データのインポート
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データのインポート
テキスト・ファイルのインポートテキスト・ファイルのインポートテキスト・ファイルのインポートテキスト・ファイルのインポート
30KB 未満のファイルの場合、タブ区切りデータをテキストのインポート・ウィザードに直
接コピー・アンド・ペーストできます。30KB より大きいファイルの場合、別のファイルを
アップロードする必要があります。

テキスト・ファイルをロードするには、次の手順を実行します。

1. 「データデータデータデータ」アイコンをクリックします。

2. 「データのインポート」の下にある「テキスト・データをインポートテキスト・データをインポートテキスト・データをインポートテキスト・データをインポート」をクリックしま
す。

テキスト・データのインポート・ウィザードが表示されます。

3. 「インポート先」で、「既存の表既存の表既存の表既存の表」または「新しい表新しい表新しい表新しい表」を選択します。

4. 「インポート元」で、「ファイルをアップロードファイルをアップロードファイルをアップロードファイルをアップロード」または「コピー・アンド・ペーストコピー・アンド・ペーストコピー・アンド・ペーストコピー・アンド・ペースト」
を選択します。

5. 画面に表示される手順に従います。

XML 文書のインポート文書のインポート文書のインポート文書のインポート
Data Workshop では、標準 XML 仕様に準拠した XML 文書のインポートがサポートされて
います。

XML 文書をインポートするには、次の手順を実行します。

1. 「データデータデータデータ」アイコンをクリックします。

2. 「データのインポート」の下にある「XML データデータデータデータ」をクリックします。

XML のインポート・ウィザードが表示されます。

3. 画面に表示される手順に従います。

スプレッドシート・データのインポートスプレッドシート・データのインポートスプレッドシート・データのインポートスプレッドシート・データのインポート
テキストをコピー・アンド・ペーストするか、またはファイルをインポートして、スプレッ
ドシート・データをロードできます。テキストをコピー・アンド・ペーストするには、スプ
レッドシート・ファイルが 30KB 未満である必要があります。30KB より大きいファイルの
場合、区切り形式（カンマ区切り（.csv）やタブ区切りなど）でファイルをインポートして
から、そのファイルをアップロードして、データを新しい表または既存の表にロードしま
す。
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データのエクスポート
スプレッドシート・データをインポートするには、次の手順を実行します。

1. 「データデータデータデータ」アイコンをクリックします。

2. 「データのインポート」の下にある「スプレッドシート・データをインポートスプレッドシート・データをインポートスプレッドシート・データをインポートスプレッドシート・データをインポート」をク
リックします。

スプレッドシート・データのインポート・ウィザードが表示されます。

3. 「インポート先」で、「既存の表既存の表既存の表既存の表」または「新しい表新しい表新しい表新しい表」を選択します。

4. 「インポート元」で、「コピー・アンド・ペーストコピー・アンド・ペーストコピー・アンド・ペーストコピー・アンド・ペースト」または「ファイルをアップロードファイルをアップロードファイルをアップロードファイルをアップロード」
を選択します。

5. 画面に表示される手順に従います。

データのエクスポートデータのエクスポートデータのエクスポートデータのエクスポート
Data Workshop を使用すると、表のコンテンツをテキスト・ファイルまたは XML 文書にエ
クスポートすることもできます。

この項の内容は次のとおりです。

� テキスト・ファイルへのエクスポート

� XML 文書へのエクスポート

テキスト・ファイルへのエクスポートテキスト・ファイルへのエクスポートテキスト・ファイルへのエクスポートテキスト・ファイルへのエクスポート
テキストのエクスポート・ウィザードを使用すると、表のコンテンツをテキスト・ファイル
にエクスポートできます。たとえば、表全体をカンマ区切りファイル（.csv）にエクスポー
トできます。

表をテキスト・ファイルにエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. 「データデータデータデータ」アイコンをクリックします。

2. 「データのエクスポート」の下にある「テキスト・データをエクスポートテキスト・データをエクスポートテキスト・データをエクスポートテキスト・データをエクスポート」をクリック
します。

テキスト・データのエクスポート・ウィザードが表示されます。

3. 画面に表示される手順に従います。

スキーマを選択し、エクスポートする表と列を選択します。列値を区切るセパレータのタイ
プ、および一重引用符または二重引用符を使用して列のテキスト文字列を識別するかどうか
も指定できます。
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データのエクスポート
XML 文書へのエクスポート文書へのエクスポート文書へのエクスポート文書へのエクスポート
XML のエクスポート・ウィザードを使用すると、表のコンテンツを標準 XML 仕様に準拠し
た XML 文書にエクスポートできます。

表を XML 文書にエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. 「データデータデータデータ」アイコンをクリックします。

2. 「データのエクスポート」の下にある「XML のエクスポートのエクスポートのエクスポートのエクスポート」をクリックします。

XML のエクスポート・ウィザードが表示されます。

3. 画面に表示される手順に従います。

スキーマを選択し、エクスポートする表と列を選択します。
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データのエクスポート
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SQL Workshop を使用したデータベース・オブジェ
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SQL Workshop を使用したデータベース・を使用したデータベース・を使用したデータベース・を使用したデータベース・

オブジェクトの管理オブジェクトの管理オブジェクトの管理オブジェクトの管理

この章では、SQL Workshop を使用してデータベース・オブジェクトを表示および管理する
方法、およびデータ・ディクショナリを参照する方法を説明します。

この章の内容は次のとおりです。

� SQL Workshop

� データベース・オブジェクトの表示

� データベース・オブジェクトの管理

� ユーザー・インタフェースのデフォルト値の管理

� データ・ディクショナリの参照

参照参照参照参照 :

� 第 1 章「Oracle HTML DB の概要」を参照してください。

� 第 2 章「クイック・スタート」を参照してください。
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SQL Workshop
SQL Workshop
SQL Workshop を使用すると、データベース・オブジェクトを Web ブラウザから表示およ
び管理できます。SQL Workshop には次のナビゲーション・タブが含まれています。

� SQL Workshop: このタブでは、SQL コマンド・プロセッサ、SQL スクリプト・リポジ
トリおよびデータベース・ブラウザにすばやくアクセスできます。例示問合せウィザー
ド、DDL（データ定義言語）の生成ウィザードおよび表作成ウィザードへのリンクも含
まれています。

� SQL: SQL 文や PL/SQL 文を実行するための SQL コマンド・プロセッサにアクセスしま
す。

� スクリプトスクリプトスクリプトスクリプト : SQL スクリプト・リポジトリおよび制御ファイル・リポジトリにアクセス
します。

� 参照参照参照参照 : データベース・ブラウザを使用して、既存のデータベース・オブジェクトおよび
データ・ディクショナリを表示します。

SQL Workshop にアクセスするには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックします（図 5-1 を参照）。

図図図図 5-1「「「「SQL」アイコン」アイコン」アイコン」アイコン

2. SQL Workshop で、適切なリンクを選択するか、またはページ上部の「SQL」タブ、
「スクリプトスクリプトスクリプトスクリプト」タブまたは「参照参照参照参照」タブをクリックします。

トランザクションのサポートトランザクションのサポートトランザクションのサポートトランザクションのサポート
Oracle HTML DB は、HTTP 経由で通信を行う開発環境に基づくブラウザです。HTTP はス
テートレスなプロトコルであるため、SQL Workshop を使用して発行するコマンドは、自動
的にコミットされます。SQL Workshop の複数のページにまたがるトランザクションはサ
ポートされていません。たとえば、SQL Workshop のあるページで UPDATE文を発行した
後、ROLLBACKコマンドを使用して、後続のページでその文を元に戻すことはできません。

コマンド COMMIT、ROLLBACKおよび SAVEPOINTは 1 つのトランザクションとして実行さ
れるため、スクリプトを使用して、これらのコマンドを SQL Workshop に含めることができ
ます。
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データベース・オブジェクトの表示
SQL*Plus コマンドのサポートコマンドのサポートコマンドのサポートコマンドのサポート
SQL Workshop では、SQL*Plus コマンドがサポートされていません。SQL Workshop で
SQL*Plus コマンドを入力しようとすると、エラー・メッセージが表示されます。サポート
されていない SQL*Plus のコマンドの例を次に示します。

SET ECHO OFF
SET ECHO ON
SET VERIFY ON
SET LONG 600
COLUMN dummy NOPRINT
COLUMN name FORMAT A20
DEFINE
ACCEPT
PROMPT
REMARK
SHOW

データベース・オブジェクトの表示データベース・オブジェクトの表示データベース・オブジェクトの表示データベース・オブジェクトの表示
SQL Workshop を使用すると、データベース・オブジェクトを表示できます。たとえば、
Oracle ディクショナリを問い合せて、データベース・オブジェクトの詳細を表示できます。
また、SQL コマンド・プロセッサで SQL コマンドや SQL スクリプトを実行したり、データ
ベース・ブラウザでデータベース・オブジェクトを表示することもできます。

この項の内容は次のとおりです。

� SQL コマンド・プロセッサの使用

� データベース・オブジェクトの参照

� オブジェクト・タイプ別のデータベース・オブジェクトの表示

SQL コマンド・プロセッサの使用コマンド・プロセッサの使用コマンド・プロセッサの使用コマンド・プロセッサの使用
権限を所有している Oracle データベース・スキーマに対して SQL コマンドおよび SQL スク
リプトを実行するには、SQL コマンド・プロセッサを使用します。

SQL コマンド・プロセッサを使用するには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックして、「SQL」タブを選択します。

SQL コマンド・プロセッサが表示されます。

参照参照参照参照 : スクリプトを実行する方法の詳細は、5-8 ページの「SQL スクリプ
ト・リポジトリの使用」を参照してください。
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データベース・オブジェクトの表示
2. リストからスキーマを選択し、画面に表示される手順に従います。

3. 入力したコマンドを実行するには、「SQL を実行を実行を実行を実行」をクリックします。

4. 入力したコマンドを保存するには、「保存保存保存保存」をクリックします。

コマンドの終了コマンドの終了コマンドの終了コマンドの終了
SQL コマンド・プロセッサ内でセミコロン（;）またはスラッシュ（/）のいずれかを使用し
ます。次に例を示します。

INSERT INTO emp
      (50,'John Doe','Developer',10,SYSDATE,1000,10);

INSERT INTO emp
      (50,'John Doe','Developer',10,SYSDATE,1000,10)
/

初の例では、セミコロン（;）を使用しています。2 番目の例では、スラッシュ（/）を使
用しています。

実行計画の使用実行計画の使用実行計画の使用実行計画の使用
「実行計画」リンクを使用すると、Oracle オプティマイザで SQL コマンドの実行に使用する
「計画」を表示できます。

実行計画を表示するには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. 「SQL」タブを選択して、「計画計画計画計画」を選択します。

実行計画が表示されます。

3. 表示されるフィールドにコマンドを入力して、「実行計画実行計画実行計画実行計画」をクリックします。

データベース・オブジェクトの参照データベース・オブジェクトの参照データベース・オブジェクトの参照データベース・オブジェクトの参照
データベース・オブジェクトを表示するには、データ・ブラウザを使用します。データベー
ス・オブジェクトを検索するには、表示するスキーマを選択します。スキーマで使用可能な
値は、ユーザーのリソース権限によって異なります。

データベース・オブジェクトを参照するには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックして、「参照参照参照参照」タブを選択します。

データ・ブラウザが表示されます。

参照参照参照参照 : 保存されたコマンドおよび問合せを表示する方法の詳細は、5-12
ページの「SQL アーカイブに保存されたコマンドへのアクセス」を参照し
てください。
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2. 特定のオブジェクトの詳細を表示するには、表示アイコンをクリックします。

データベース・オブジェクトを検索するには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. 「参照参照参照参照」タブを選択して、「オブジェクトを検索オブジェクトを検索オブジェクトを検索オブジェクトを検索」を選択します。

3. 表示されるフィールドに検索基準を入力して、「実行実行実行実行」をクリックします。

表内の列またはソース・コード内のテキストを検索するには、「検索」フィールドに検索文
字列を入力し、ページ上部の検索オプションを選択します。検索では大 / 小文字は区別され
ず、ワイルド・カードや引用符を使用する必要もありません。

例示問合せ例示問合せ例示問合せ例示問合せ
特定の表を検索すると、Oracle データ・ディクショナリを問い合せて、詳細を確認できま
す。

例示問合せを行うには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックして、「参照参照参照参照」タブを選択します。

データ・ブラウザが表示されます。

2. 特定のオブジェクトの詳細を表示するには、表示アイコンをクリックします。

「オブジェクトの詳細」が表示されます。

3. 「タスク」リストから、「例示問合せ例示問合せ例示問合せ例示問合せ」を選択します。

4. 画面に表示される手順に従います。

オブジェクト・タイプ別のデータベース・オブジェクトの表示オブジェクト・タイプ別のデータベース・オブジェクトの表示オブジェクト・タイプ別のデータベース・オブジェクトの表示オブジェクト・タイプ別のデータベース・オブジェクトの表示
データ・ブラウザを使用すると、データベース・オブジェクトをタイプ別に表示することも
できます。

データベース・オブジェクトをオブジェクト・タイプ別に表示するには、次の手順を実行し
ます。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. 「データ・ブラウザデータ・ブラウザデータ・ブラウザデータ・ブラウザ」の下で、オブジェクト・タイプを選択します。

データ・ブラウザが表示されます。

3. 特定のオブジェクトの詳細を表示するには、表示アイコンをクリックします。

4. 画面に表示される手順に従います。
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データベース・オブジェクトの管理データベース・オブジェクトの管理データベース・オブジェクトの管理データベース・オブジェクトの管理
SQL Workshop を使用すると、データベース・オブジェクトを管理できます。たとえば、新
しいデータベース・オブジェクトの作成、スクリプト・ファイルと制御ファイルの管理また
は表の変更を行うことができます。

この項の内容は次のとおりです。

� データベース・オブジェクトの参照

� データベース・オブジェクトの作成

� データベース・オブジェクトの削除

� 削除されたデータベース・オブジェクトのリストア

� SQL スクリプト・リポジトリの使用

� SQL アーカイブに保存されたコマンドへのアクセス

� SQL コマンドの履歴へのアクセス

� DDL の生成

� 制御ファイルの管理

� 表の管理

データベース・オブジェクトの参照データベース・オブジェクトの参照データベース・オブジェクトの参照データベース・オブジェクトの参照
既存のデータベース・オブジェクトを表示するには、データ・ブラウザを使用します。

既存のデータベース・オブジェクトを表示または編集するには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. 表示するデータベース・オブジェクトのタイプを選択します。

3. オブジェクトを検索するには、スキーマおよびオブジェクト型を選択し、「検索」
フィールドに検索文字列を入力して「実行実行実行実行」をクリックします。

4. オブジェクトの詳細を表示するには、適切な名前の横にある表示アイコンをクリックし
ます。

5. ページの右側の「タスク」リストから、タスクを選択します（オプション）。
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データベース・オブジェクトの作成データベース・オブジェクトの作成データベース・オブジェクトの作成データベース・オブジェクトの作成
新しいデータベース・オブジェクトを作成するには、データベース・オブジェクトの作成
ウィザードを使用します。

SQL Workshop で新しいデータベース・オブジェクトを作成するには、次の手順を実行しま
す。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. ページの右側の「タスク」リストから、「データベース・オブジェクトを作成データベース・オブジェクトを作成データベース・オブジェクトを作成データベース・オブジェクトを作成」を選択
します。

データベース・オブジェクトの作成ウィザードが表示されます。

3. 画面に表示される手順に従います。

データベース・オブジェクトの削除データベース・オブジェクトの削除データベース・オブジェクトの削除データベース・オブジェクトの削除
データベース・オブジェクトを削除するには、データベース・オブジェクトの削除ウィザー
ドを使用します。このウィザードを使用して表を削除すると、関連するすべてのトリガーお
よび索引も削除されます。

データベース・オブジェクトを削除するには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. ページの右側の「タスク」リストから、「データベース・オブジェクトを削除データベース・オブジェクトを削除データベース・オブジェクトを削除データベース・オブジェクトを削除」を選択
します。

データベース・オブジェクトの削除ウィザードが表示されます。

3. スキーマを選択した後、オブジェクト・タイプを選択します。

4. 画面に表示される手順に従います。

削除されたデータベース・オブジェクトのリストア削除されたデータベース・オブジェクトのリストア削除されたデータベース・オブジェクトのリストア削除されたデータベース・オブジェクトのリストア
Oracle Database 10g で Oracle HTML DB を実行している場合は、削除されたデータベース・
オブジェクトの表示およびリストアにごみ箱を使用できます。表を削除した場合、表に関連
付けられた領域はすぐには削除されません。Oracle によって、この表の名前が変更され、す
べての関連オブジェクトとともにごみ箱へ入れられます。後で、ごみ箱からリカバリするこ
とができます。

注意注意注意注意 : ごみ箱機能は、Oracle Database 10g で Oracle HTML DB を実行し
ている場合にのみ使用可能です。
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ごみ箱を使用するには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. 「SQL Workshop」で、「ごみ箱ごみ箱ごみ箱ごみ箱」をクリックします。

ごみ箱が表示されます。

3. オブジェクトを検索するには、スキーマおよびオブジェクト型を選択し、「検索」
フィールドに検索文字列を入力して「実行実行実行実行」をクリックします。

4. オブジェクトの詳細を表示するには、適切な名前の横にある表示アイコンをクリックし
ます。

5. 「オブジェクトのサマリー」ページでは、次の操作を実行できます。

� 「オブジェクトをリストアオブジェクトをリストアオブジェクトをリストアオブジェクトをリストア」をクリックして、現行のオブジェクトをリストアでき
ます。

� 「消去消去消去消去」をクリックして、現行のオブジェクトを完全に削除できます。

オブジェクトを表示せずにごみ箱を空にするには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. 「SQL Workshop」で、「ごみ箱ごみ箱ごみ箱ごみ箱」をクリックします。

ごみ箱が表示されます。

3. ページの右側の「タスク」リストから、「ごみ箱を空にするごみ箱を空にするごみ箱を空にするごみ箱を空にする」を選択します。

SQL スクリプト・リポジトリの使用スクリプト・リポジトリの使用スクリプト・リポジトリの使用スクリプト・リポジトリの使用
アップロードしたスクリプト・ファイルを表示、編集および実行するには、SQL スクリプ
ト・リポジトリを使用します。たとえば、新しいスクリプト・ファイルのアップロードに加
えて、表作成スクリプト、索引作成スクリプトおよび PL/SQL パッケージ作成スクリプトの
作成および編集を行うことができます。

この項の内容は次のとおりです。

� SQL スクリプト・リポジトリ内のスクリプト・ファイルの管理

� スクリプト・ファイルのアップロードおよび作成

� スクリプトでのパラメータの使用

� スクリプトへの SQL 問合せの追加

� スクリプト・ファイルのエクスポート
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SQL スクリプト・リポジトリ内のスクリプト・ファイルの管理スクリプト・リポジトリ内のスクリプト・ファイルの管理スクリプト・リポジトリ内のスクリプト・ファイルの管理スクリプト・リポジトリ内のスクリプト・ファイルの管理
SQL スクリプト・リポジトリ内のスクリプト・ファイルを表示するには、次の手順を実行し
ます。

1. 「SQL」アイコンをクリックして、「スクリプトスクリプトスクリプトスクリプト」タブを選択します。

SQL スクリプト・リポジトリが表示されます。スクリプトは、HTML DB ユーザー名に
基づいて格納されています。

2. スクリプトを検索するには、「表示」リストからユーザー名を選択し、「検索」フィール
ドに検索文字列を入力して（オプション）、「実行実行実行実行」をクリックします。

3. スクリプト・リポジトリでは、次の操作を実行できます。

� リストの並替え。これを行うには、列ヘッダーをクリックします。

� 特定のファイルの詳細の表示。これを行うには、表示アイコンをクリックします。

� スクリプトの編集。これを行うには、「編集」アイコンをクリックします。

� 実行するスクリプトの解析。これを行うには、「解析解析解析解析」をクリックします。

� スクリプトの実行。これを行うには、「アクション」列の「実行実行実行実行」をクリックしま
す。

� スクリプトの削除。これを行うには、削除するスクリプトをチェックして、
「チェックした項目を削除チェックした項目を削除チェックした項目を削除チェックした項目を削除」をクリックします。

� スクリプトのアップロード。これを行うには、「アップロードアップロードアップロードアップロード」をクリックします。

� スクリプトの作成。これを行うには、「作成作成作成作成」をクリックします。

スクリプトの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

1. スクリプト・リポジトリで、表示アイコンをクリックします。

「スクリプト - ファイルの詳細」ページが表示されます。

2. 「リンクを表示」では、次の操作を実行できます。

� ローカルへのファイルのダウンロード。これを行うには、「ネイティブ・ファイルネイティブ・ファイルネイティブ・ファイルネイティブ・ファイル
形式で保存。形式で保存。形式で保存。形式で保存。」をクリックします。

� Web ブラウザでのファイルの表示。これを行うには、「ドキュメントをテキストとドキュメントをテキストとドキュメントをテキストとドキュメントをテキストと
して表示。して表示。して表示。して表示。」をクリックします。

� 実行するスクリプトの解析。これを行うには、「このスクリプトを解析。このスクリプトを解析。このスクリプトを解析。このスクリプトを解析。」をクリッ
クします。
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スクリプト・リポジトリ内のスクリプトを実行するには、次の手順を実行します。

1. 「アクション」列で「実行実行実行実行」をクリックします。

「スクリプト - 実行」ページが表示されます。

スクリプトにパラメータが含まれている場合は、そのパラメータを定義する必要があり
ます。各スクリプトに対して、 大 10 個の異なるパラメータを定義できます。

2. 表示されるフィールドにパラメータの名前および値を入力します。

3. スクリプト・ファイルを表示するには、「ファイルを表示ファイルを表示ファイルを表示ファイルを表示」をクリックします。

4. スクリプト・ファイルを実行するには、「スクリプトを実行スクリプトを実行スクリプトを実行スクリプトを実行」をクリックします。

「スクリプト - 実行結果」ページに、成功と失敗の回数および経過時間が表示されます。
RED は、ファイルの実行中にエラーが発生したことを示します。

5. スクリプト・ファイルのソースを表示するには、「ソースを表示ソースを表示ソースを表示ソースを表示」をクリックします。

6. このファイルを再度実行するには、左側のナビゲーション・ペインの「スクリプトを実スクリプトを実スクリプトを実スクリプトを実
行行行行」をクリックします。

スクリプト・ファイルの実行後は、「スクリプト - 実行」ページ上の「以前の実行以前の実行以前の実行以前の実行」をク
リックして、以前の実行の履歴を表示できます。

スクリプト・リポジトリからスクリプト・ファイルを削除するには、次の手順を実行しま
す。

1. スクリプト・リポジトリで、削除するスクリプトをチェックします。

2. 「チェックした項目を削除チェックした項目を削除チェックした項目を削除チェックした項目を削除」をクリックします。

スクリプト・ファイルのアップロードおよび作成スクリプト・ファイルのアップロードおよび作成スクリプト・ファイルのアップロードおよび作成スクリプト・ファイルのアップロードおよび作成
スクリプト・リポジトリにスクリプト・ファイルをアップロードするには、次の手順を実行
します。

1. 「スクリプト・リポジトリ」で、「アップロードアップロードアップロードアップロード」をクリックします。

「スクリプトをアップロード」ページが表示されます。

2. 画面に表示される手順に従います。
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アップロードするスクリプト・ファイルのファイル拡張子が有効な場合、SQL Workshop は
そのファイルをスクリプトとして認識し、自動的に解析します。表 5-1 に、SQL Workshop
が有効なスクリプト・ファイルとして認識するファイル拡張子を示します。

スクリプト・リポジトリでスクリプト・ファイルを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「スクリプト・リポジトリ」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

「スクリプトを作成」ページが表示されます。

2. 画面に表示される手順に従います。

スクリプトでのパラメータの使用スクリプトでのパラメータの使用スクリプトでのパラメータの使用スクリプトでのパラメータの使用
スクリプトをパラメータ化するには、シャープ記号（#）またはアンパサンド（&）を使用し
ます。有効なパラメータ構文の 2 つの例を次に示します。

CREATE TABLE #OWNER#.xyz (X INT)
/
CREATE TABLE #OWNER#.abc (Y NUMBER)
/

CREATE TABLE &OWNER.xyz (X INT)
/
CREATE TABLE &OWNER.abc (Y NUMBER)
/

表表表表 5-1 有効なスクリプト・ファイル拡張子有効なスクリプト・ファイル拡張子有効なスクリプト・ファイル拡張子有効なスクリプト・ファイル拡張子

拡張子拡張子拡張子拡張子 説明説明説明説明

pkh パッケージ・ヘッダー

plb パッケージ本体

sql スクリプト

con 制約

ind 索引

sqs 順序

tab 表

trg トリガー

pkb パッケージ本体

pks パッケージ仕様
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スクリプトへのスクリプトへのスクリプトへのスクリプトへの SQL 問合せの追加問合せの追加問合せの追加問合せの追加
スクリプトに SELECT 文を含めると、スクリプトはエラーなしで実行されますが、結果セッ
トは表示されません。

スクリプト・ファイルのエクスポートスクリプト・ファイルのエクスポートスクリプト・ファイルのエクスポートスクリプト・ファイルのエクスポート
SQL スクリプト・リポジトリのスクリプトをエクスポートするには、Application Builder の
エクスポート / インポート・ウィザードを使用します。

SQL Workshop からスクリプトをエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. Application Builder が表示されたら、「エクスポートエクスポートエクスポートエクスポート / インポートインポートインポートインポート」をクリックします。

エクスポート / インポート・ウィザードが表示されます。

3. 「エクスポートエクスポートエクスポートエクスポート」を選択して、「次へ次へ次へ次へ」をクリックします。

4. 「スクリプトのエクスポートスクリプトのエクスポートスクリプトのエクスポートスクリプトのエクスポート」タブをクリックし、画面に表示される手順に従います。

UNIX 形式でエクスポートすると、CHR (10)（改行）で区切られた行を含むファイルが
ウィザードによって生成されます。DOS 形式でエクスポートすると、各行は
CHR(13)||CHR(10)（CR LFまたは改行）で終了します。

SQL アーカイブに保存されたコマンドへのアクセスアーカイブに保存されたコマンドへのアクセスアーカイブに保存されたコマンドへのアクセスアーカイブに保存されたコマンドへのアクセス
SQL コマンド・プロセッサの「保存」をクリックすると、SQL Workshop によって、入力し
たコマンドおよびスクリプトが SQL アーカイブに保存されます。

SQL アーカイブは、SQL スクリプト・リポジトリとは異なります。頻繁に使用される SQL
コマンドを SQL アーカイブに保存すると、それらのコマンドを再入力せずに再度実行でき
ます。SQL コマンドを SQL アーカイブに保存すると、保存したコマンドはスクリプト・リ
ポジトリに表示されません。

SQL アーカイブを表示するには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. 「SQL」タブを選択して、「アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ」を選択します。

SQL アーカイブが表示されます。

3. 画面に表示される手順に従います。

参照参照参照参照 : 10-4 ページの「アプリケーションおよび関連ファイルのエクス
ポート」を参照してください。
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SQL コマンドの履歴へのアクセスコマンドの履歴へのアクセスコマンドの履歴へのアクセスコマンドの履歴へのアクセス
SQL コマンドの履歴には、SQL コマンド・プロセッサで 後に実行された 200 個のコマン
ドおよびスクリプトが表示されます。

SQL コマンドの履歴を表示するには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. 「SQL」タブを選択して、「履歴履歴履歴履歴」を選択します。

SQL コマンドの履歴が表示されます。

3. コマンドを再度実行するには、適切なリンクをクリックします。

SQL コマンドまたはスクリプトが、SQL コマンド・プロセッサに表示されます。

DDL の生成の生成の生成の生成
DDL 文を使用すると、スキーマ・オブジェクトを作成または変更したり、不要になったス
キーマ・オブジェクトを削除することができます。DDL 文を使用すると、権限とロールの
付与および取消し、表、索引またはクラスタ情報の解析、監査オプションの確立、または
データ・ディクショナリへのコメントの追加を行うこともできます。

SQL Workshop で DDL 文を生成するには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. 「SQL Workshop」で、「DDL を生成を生成を生成を生成」をクリックします。

DDL の作成ウィザードが表示されます。

3. 画面に表示される手順に従います。

参照参照参照参照 :

� DDL 文の詳細は、『Oracle Database SQL リファレンス』を参照してく
ださい。

� データ・ディクショナリの詳細は、『Oracle Database 概要』を参照し
てください。
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データベース・オブジェクトの管理
制御ファイルの管理制御ファイルの管理制御ファイルの管理制御ファイルの管理
制御ファイルを使用すると、事前定義された順序で一連のスクリプトを実行できます。制御
ファイル・リポジトリから、制御ファイルの作成、編集、削除または実行を行うことができ
ます。

制御ファイル・リポジトリにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. 「スクリプトスクリプトスクリプトスクリプト」タブを選択して、「制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイル」を選択します。

制御ファイル・リポジトリが表示されます。

3. スクリプトを検索するには、「表示」リストからユーザー名を選択し、「検索」フィール
ドに検索文字列を入力して（オプション）、「実行実行実行実行」をクリックします。

4. 制御ファイル・リポジトリでは、次の操作を実行できます。

� リストの並替え。これを行うには、列ヘッダーをクリックします。

� ファイルの編集。これを行うには、「編集」アイコンをクリックします。

� ファイルの実行。これを行うには、「実行実行実行実行」をクリックします。

� スクリプトの削除。これを行うには、削除するスクリプトをチェックして、
「チェックした項目を削除チェックした項目を削除チェックした項目を削除チェックした項目を削除」をクリックします。

制御ファイルを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「制御ファイル」の「リポジトリ」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

「制御ファイル」の「作成」ページが表示されます。

2. 制御ファイルの名前を入力し、追加するスクリプト・ファイルを選択して「作成作成作成作成」をク
リックします。

3. 実行順序を指定して「完了完了完了完了」をクリックします。

制御ファイルを編集するには、次の手順を実行します。

1. 「制御ファイル」の「リポジトリ」で、「編集」アイコンをクリックします。

「ファイルを編集」ページが表示されます。

2. 「ファイルを編集」ページでは、次の操作を実行できます。

� ファイルの実行順序の変更。これを行うには、「実行順序を編集実行順序を編集実行順序を編集実行順序を編集」をクリックしま
す。

� スクリプト・ファイルの追加。これを行うには、「ファイルを追加ファイルを追加ファイルを追加ファイルを追加」をクリックし
ます。

� スクリプトの削除。これを行うには、削除するスクリプトをチェックして、
「チェックした項目を削除チェックした項目を削除チェックした項目を削除チェックした項目を削除」をクリックします。
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制御ファイル・リポジトリ内の制御ファイルを実行するには、次の手順を実行します。

1. 「アクション」列で「実行実行実行実行」をクリックします。

「ファイルを実行」ページが表示されます。

2. 「解析形式」のリストから Oracle スキーマを選択します。

スクリプトにパラメータが含まれている場合は、そのパラメータを定義する必要があり
ます。各スクリプトに対して、 大 10 個の異なるパラメータを定義できます。

3. 表示されるフィールドにパラメータの名前および値を入力します。

4. 「ファイルを実行ファイルを実行ファイルを実行ファイルを実行」をクリックします。

「実行結果」ページに、成功と失敗の回数および経過時間が表示されます。RED は、
ファイルの実行中にエラーが発生したことを示します。

制御ファイルをバックグラウンドで実行するには、「バックグラウンドで実行バックグラウンドで実行バックグラウンドで実行バックグラウンドで実行」を選択
します。バックグラウンドで制御ファイルを実行すると、Oracle HTML DB はそれを
ジョブとして送信します。この方法では、SQL Workshop の使用を続行するために、制
御ファイルの実行が完了するまで待つ必要がないというメリットがあります。

5. このファイルを再度実行するには、左側のナビゲーション・ペインの「ファイルを実ファイルを実ファイルを実ファイルを実
行行行行」をクリックします。

制御ファイルの実行履歴の表示制御ファイルの実行履歴の表示制御ファイルの実行履歴の表示制御ファイルの実行履歴の表示
ファイルの実行後は、「ファイルを実行」ページ上の「以前の実行以前の実行以前の実行以前の実行」をクリックして、以前
の実行の履歴を表示できます。

制御ファイルの実行履歴を表示するには、次の手順を実行します。

1. 前述の手順に従って制御ファイルを実行します。

2. 左側のナビゲーション・ペインの「スクリプトを実行スクリプトを実行スクリプトを実行スクリプトを実行」をクリックします。

3. 「スクリプト - 実行」ページの「以前の実行以前の実行以前の実行以前の実行」をクリックします。

制御ファイル・ジョブのステータスの表示制御ファイル・ジョブのステータスの表示制御ファイル・ジョブのステータスの表示制御ファイル・ジョブのステータスの表示
制御ファイル・ジョブのステータスは、「ファイルを編集」ページまたは「ファイルを実行」
ページのいずれかで表示できます。

ジョブのステータスを表示するには、次の手順を実行します。

1. 「バックグラウンドで実行バックグラウンドで実行バックグラウンドで実行バックグラウンドで実行」オプションを選択して制御ファイルを実行します（前述の
項を参照）。

2. 左側のナビゲーション・ペインの「ジョブのステータスジョブのステータスジョブのステータスジョブのステータス」をクリックします。
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表の管理表の管理表の管理表の管理
SQL Workshop を使用すると、新しい表を作成したり、既存の表を編集することもできま
す。

新しい表を作成するには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. 「SQL Workshop」で、「オブジェクトを作成オブジェクトを作成オブジェクトを作成オブジェクトを作成」をクリックします。

表作成ウィザードが表示されます。

3. オブジェクトを選択して、「次へ次へ次へ次へ」をクリックします。

4. 画面に表示される手順に従います。

既存の表を編集するには、データ・ブラウザを使用して、その表に移動します。

既存の表を編集するには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. 「データ・ブラウザ」で、「表表表表」を選択します。

3. 表を検索するには、スキーマおよび表のタイプを選択し、「検索」フィールドに検索文
字列を入力して「実行実行実行実行」をクリックします。

4. 表の詳細を表示するには、適切な表名の横にある表示アイコンをクリックします。

5. ページの右側の「タスク」リストから、タスクを選択します。

ユーザー・インタフェースのデフォルト値の管理ユーザー・インタフェースのデフォルト値の管理ユーザー・インタフェースのデフォルト値の管理ユーザー・インタフェースのデフォルト値の管理
開発者は、UI（ユーザー・インタフェース）のデフォルト値を使用して、指定したスキーマ
内の表、列またはビューにデフォルトのユーザー・インタフェースのプロパティを割り当て
ることができます。開発者がウィザードを使用してフォームまたはレポートを作成する場
合、ウィザードはこの情報を使用してリージョン・プロパティおよびアイテム・プロパティ
のデフォルト値を作成します。

UI のデフォルト値は、表に関連付けられ、フォームおよびレポート・ウィザードで作成さ
れたアプリケーションで使用されます。これは、共有 LOV は単一のアプリケーションに関
連付けられているため、UI デフォルト値の定義に共有 LOV を使用できないことを意味しま
す。

この項の内容は次のとおりです。

� UI のデフォルト値を使用した表の管理

� 表またはビューへの UI のデフォルト値の適用

� UI のデフォルト値のエクスポート
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UI のデフォルト値を使用した表の管理のデフォルト値を使用した表の管理のデフォルト値を使用した表の管理のデフォルト値を使用した表の管理
UI のデフォルト値を使用して表を表示するには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. 「参照参照参照参照」タブを選択して、「UI のデフォルト値のデフォルト値のデフォルト値のデフォルト値」を選択します。

3. 特定の表に関連付けられる UI のデフォルト値を編集するには、表名の横の「編集」ア
イコンをクリックします。

次の表レベルの UI のデフォルト値が、ページの上部に表示されます。

� スキーマスキーマスキーマスキーマ : 表を所有するスキーマです。

� 表名表名表名表名 : 選択した表の名前です。

� タイトルタイトルタイトルタイトル : 初の文字を大文字にし、アンダースコアを空白に置き換えた、「表名表名表名表名」
の変更版です。

次に、列レベルの UI のデフォルト値が表示されます。表示されているすべての列の属
性を編集するには、「グリッド編集グリッド編集グリッド編集グリッド編集」をクリックします。

4. 特定の列を編集するには、列名の横にある「編集」アイコンをクリックします。

「列レベルの UI のデフォルト値を編集」ページが表示されます。

「列レベルの UI のデフォルト値」ページの上部に、表名および列名が表示されます。「列名列名列名列名」
は、選択した列の名前です。「ラベルのデフォルト値ラベルのデフォルト値ラベルのデフォルト値ラベルのデフォルト値」を使用して、レポートおよびフォー
ムのラベルを指定します。デフォルトでは、このフィールドには、 初の文字を大文字に
し、アンダースコアを空白に置き換えた「列名」の変更版が表示されます。次に、レポート
およびフォームのデフォルト属性が表示されます。

選択可能な「レポートのデフォルト値レポートのデフォルト値レポートのデフォルト値レポートのデフォルト値」属性は次のとおりです。

� 表示表示表示表示 : レポートにこの列を表示するかどうかを指定します。デフォルト値は、「はいはいはいはい」で
す。

� 表示順序表示順序表示順序表示順序 : レポート内のアイテムの表示順序を指定します。デフォルト値は、列 ID に基
づき、この列 ID は表内の列の順序に基づきます。

� マスクマスクマスクマスク : データに対してマスクを適用するかどうかを指定します。キャラクタ・ベース
のアイテムに対しては使用されません。

� 位置合せ位置合せ位置合せ位置合せ : レポートの位置合せ（左、中央または右）を指定します。列が数字である場
合、デフォルト値は「右右右右」です。数字以外の場合、デフォルト値は「左左左左」です。

参照参照参照参照 : リージョン・プロパティおよびアイテム・プロパティの詳細は、
第 6 章「Application Builder の概要」および第 7 章「Application Builder
の使用」を参照してください。
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� 検索可能検索可能検索可能検索可能 : レポート内で列が選択可能であるかどうかを指定します。列が VARCHAR2ま
たは CHARの場合、デフォルト値は「はいはいはいはい」です。それ以外の場合、デフォルト値は

「いいえいいえいいえいいえ」です。

� グループ化基準グループ化基準グループ化基準グループ化基準 : この列が「グループ化基準」に使用され、グループ化の順序に使用さ
れるかどうかを指定します。デフォルト値は、「はいはいはいはい」です。

選択可能な「レポートのデフォルト値レポートのデフォルト値レポートのデフォルト値レポートのデフォルト値」属性は次のとおりです。

� 表示表示表示表示 : フォームにこの列を表示するかどうかを指定します。デフォルト値は、「はいはいはいはい」で
す。

� 表示順序表示順序表示順序表示順序 : フォーム内のアイテムの順序を指定します。デフォルト値は、列 ID に基づ
き、この列 ID は表内の列の順序に基づきます。

� 表示形式表示形式表示形式表示形式 : フォーム内でのアイテムの表示方法を指定します。デフォルトの選択値は、
「テキスト・フィールドテキスト・フィールドテキスト・フィールドテキスト・フィールド」です。

� マスクマスクマスクマスク : フォーム内のデータに対するマスクの適用を指定します。キャラクタ・ベース
のアイテムに対しては使用されません。

� LOV 問合せ問合せ問合せ問合せ : LOV（値のリスト）を生成します。特定の「表示形式」タイプにのみ有効
です。

� デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 : この列に対応するデフォルト値を指定します。

� 幅幅幅幅 : 表示幅を指定します。

� 大幅大幅大幅大幅 : このアイテムに入力できる文字列の 大長を指定します。

� 高さ高さ高さ高さ : アイテムを表示する高さを指定します。

� 必須必須必須必須 : 検証の結果、アイテムが必ず NULL にならないような検証を生成するために使用
されます。検証の結果、アイテムが NOT NULL になる場合は、「はいはいはいはい」を選択します。

� ヘルプ・テキストヘルプ・テキストヘルプ・テキストヘルプ・テキスト : アイテム・ヘルプになります。デフォルトでは、このテキストは列
のヒントから引用されます（適用可能な場合）。

表またはビューへの表またはビューへの表またはビューへの表またはビューへの UI のデフォルト値の適用のデフォルト値の適用のデフォルト値の適用のデフォルト値の適用
UI のデフォルト値が使用されていない表のリストは、「デフォルト表と列レベルの UI のデ
フォルト値」ページで表示できます。

「デフォルト表と列レベルの UI のデフォルト値」ページを表示するには、次の手順を実行し
ます。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. 「参照参照参照参照」タブを選択して、「UI のデフォルト値のデフォルト値のデフォルト値のデフォルト値」を選択します。

3. 「タスク」リストから「UI のデフォルト値を適用のデフォルト値を適用のデフォルト値を適用のデフォルト値を適用」を選択します。

4. 画面に表示される手順に従います。
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UI のデフォルト値のエクスポートのデフォルト値のエクスポートのデフォルト値のエクスポートのデフォルト値のエクスポート
UI のデフォルト値をエクスポートする場合は、選択したスキーマに対するすべての UI のデ
フォルト値が、1 つの SQL*Plus スクリプトにエクスポートされます。ブラウザで求められ
た場合、このファイルをハードディスク・ドライブに保存してください。このファイルに
は、アプリケーションの PL/SQL API にコールして表のヒントを作成する API コールが含
まれています。すべての作業が 1 回のトランザクションで実行されます。

UI のデフォルト値のヒントをエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. 「参照参照参照参照」タブを選択して、「UI のデフォルト値のデフォルト値のデフォルト値のデフォルト値」を選択します。

3. 「タスク」リストから「UI のデフォルト値をエクスポートのデフォルト値をエクスポートのデフォルト値をエクスポートのデフォルト値をエクスポート」を選択します。

4. 画面に表示される手順に従います。

データ・ディクショナリの参照データ・ディクショナリの参照データ・ディクショナリの参照データ・ディクショナリの参照
各 Oracle データベースには、データ・ディクショナリが含まれています。Oracle データ・
ディクショナリは、データベースに関する読取り専用の参照として使用される一連の表と
ビューです。たとえば、データ・ディクショナリには、データベースの論理的構造と物理的
構造の両方に関する情報が格納されています。また、データ・ディクショナリには、有効な
Oracle データベース・ユーザー、データベース内の表の整合性制約、およびスキーマ・オブ
ジェクトに割り当てられた領域のサイズとその使用率も格納されています。

データ・ディクショナリを参照するには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. 「参照参照参照参照」タブを選択して、「データ・ディクショナリ・ブラウザデータ・ディクショナリ・ブラウザデータ・ディクショナリ・ブラウザデータ・ディクショナリ・ブラウザ」を選択します。

データ・ディクショナリ・ブラウザが表示されます。

3. 表示アイコンをクリックして、例示問合せ（QBE）のフォームを表示します。この
フォームを使用すると、データベース・オブジェクトの詳細を Oracle データ・ディク
ショナリに問い合せることができます。

データ・ディクショナリ・レポートを表示するには、次の手順を実行します。

1. 「SQL」アイコンをクリックします。

2. 「参照参照参照参照」タブを選択して、「データ・ディクショナリ・レポートデータ・ディクショナリ・レポートデータ・ディクショナリ・レポートデータ・ディクショナリ・レポート」を選択します。

「データ・ディクショナリ・レポート」ページが表示されます。

3. リストからレポートを選択し、画面に表示される手順に従います。

参照参照参照参照 : データ・ディクショナリの詳細は、『Oracle Database 概要』を参
照してください。
SQL Workshop を使用したデータベース・オブジェクトの管理 5-19



データ・ディクショナリの参照
5-20 Oracle HTML DB ユーザーズ・ガイド



Application Builder の
6

Application Builder の概要の概要の概要の概要

この章では、Application Builder の概要を説明します。Application Builder は、Oracle 
HTML DB の中核的なコンポーネントです。Application Builder を使用すると、データベー
ス集中型の Web アプリケーションを構築できます。

この章の内容は次のとおりです。

� ページ・レンダリングおよびページ・プロセス

� ページ・レンダリングおよびページ・プロセスの動作

� セッション・ステートの管理の概要

� セッション・ステート値の管理

� URL 構文の概要

� 置換文字列の使用

参照参照参照参照 :

� 第 1 章「Oracle HTML DB の概要」を参照してください。

� 第 7 章「Application Builder の使用」を参照してください。
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ページ・レンダリングおよびページ・プロセスページ・レンダリングおよびページ・プロセスページ・レンダリングおよびページ・プロセスページ・レンダリングおよびページ・プロセス
Oracle HTML DB では、Application Builder を使用して、動的にレンダリングされたアプリ
ケーションを構築します。アプリケーションは、データベース・ドリブンの Web ページの
コレクションです。タブ、ボタンまたはハイパーテキスト・リンクを使用して、複数のペー
ジをリンクできます。各ページにはボタンおよびアイテムを配置でき、アプリケーション・
ロジックを含めることができます。ページでは、条件付きナビゲーションを使用したある
ページから次のページへのブランチ、計算の実行、検証の実行、およびレポート、カレンダ
およびチャートの表示を行うことができます。組込みウィザードを使用してレポート、
チャートおよびフォームを生成したり、静的 HTML を生成したり、PL/SQL プログラミン
グによってカスタム・レンダリングを行うことができます。

ページの概要ページの概要ページの概要ページの概要
ページは、アプリケーションの基本的なビルディング・ブロックです。Application Builder
でアプリケーションを構築する際、標準タブ、ナビゲーション・バー・アイコン、ボタン、
アイテム、リージョンなどの、多くの一般的なユーザー・インタフェース要素を含めること
ができます。図 6-1 に、これらの要素の使用例を示します。

図図図図 6-1 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

ページ定義にアクセスすると、ページを構成するすべての要素を表示できます。
6-2 Oracle HTML DB ユーザーズ・ガイド



ページ・レンダリングおよびページ・プロセス
既存のページのページ定義を表示するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

ページの下部に、ページのリストが表示されます。

3. 特定のページを編集するには、「ページを編集」フィールドにページ ID を入力して「実実実実
行行行行」をクリックするか、またはページ名をクリックします。

ページ定義が表示されます（図 6-2 を参照）。

図図図図 6-2 ページ定義ページ定義ページ定義ページ定義

デフォルトでは、ページ定義は 3 つのセクションに分かれています。

� ページ・レンダリング

� ページ・プロセス

� 共有コンポーネント
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左側のセクション「ページ・レンダリングページ・レンダリングページ・レンダリングページ・レンダリング」には、ページ・レベル属性、およびページ
のレンダリング時に実行されるすべての UI コントロールとロジックが表示されます。
中央のセクション「ページ・プロセスページ・プロセスページ・プロセスページ・プロセス」には、ページ・プロセス時に評価され実行され
るロジック・コントロール（計算や処理など）が表示されます。右側のセクション「共共共共
有コンポーネント有コンポーネント有コンポーネント有コンポーネント」には、アプリケーション内のすべてのページに表示される共通のコ
ンポーネントが表示されます。

「ページ・レンダリング」のコンポーネントの概要を次に示します。

� ページページページページ : ページの名前、タイトル、テンプレートなどのページ・レベル属性が定義
されています。

� リージョンリージョンリージョンリージョン : リージョンが定義されています。リージョンはページの任意の領域で
あり、HTML コンテンツを生成するための特定のテンプレートが使用されていま
す。各ページには任意の数のリージョンを設定できます。リージョンを使用する
と、ボタンやアイテムなどの他のコントロールをグループ化できます。追加の
HTML を生成しない単純なリージョンを作成したり、HTML 表やイメージ内でコ
ンテンツを形成する詳細なリージョンを作成できます。HTML DB エンジンは、
リージョンを列内で順番に表示します。ユーザーは、リージョンを条件付きで表示
するかどうかを選択できます。

� ボタンボタンボタンボタン : カレント・ページのボタンが表示されます。ボタンは、ページの送信に使
用されます。ページを送信すると、HTML DB エンジンによって処理され、ユー
ザーはプロセスなしで他のページにリダイレクトされます。ボタンは、HTML ボタ
ンやイメージとして、またはテンプレートを使用して実装できます。

� アイテムアイテムアイテムアイテム : リージョンでグループ化されたアイテムが表示されます。アイテムは、
関連するセッション・ステートを持つテキスト・フィールド、選択リスト、チェッ
ク・ボックスなどの HTML フォーム要素です。

� 計算計算計算計算 : ページのレンダリング時に実行される計算が表示されます。計算は、セッ
ション・ステートをアイテムに割り当てるために使用される論理単位です。

� プロセスプロセスプロセスプロセス : ページのレンダリング時に実行されるプロセスが表示されます。プロセ
スは、データ操作言語（DML）または PL/SQL を実行するために使用されるロ
ジック・コントロールです。たとえば、ページのレンダリング時に、プロセスを使
用してセッション・ステートを移入できます。

「ページ・プロセス」のコンポーネントの概要を次に示します。

� 計算計算計算計算 : ページ・プロセス時に実行される計算が表示されます。計算は、セッショ
ン・ステートをアイテムに割り当てるために使用される論理単位です。

� 検証検証検証検証 : ユーザーによる入力が有効かどうかを検証するロジック・コントロールを作
成できます。たとえば、検証で、必須フィールドに値が入力されたかどうかを確認
できます。

� プロセスプロセスプロセスプロセス : ページの送信後に実行されるプロセスが表示されます。プロセスは、
データ操作言語（DML）または PL/SQL を実行するために使用されるロジック・
コントロールです。
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� ブランチ処理ブランチ処理ブランチ処理ブランチ処理 : ユーザーがアプリケーション内をナビゲートする方法を決定するロ
ジック・コントロールを作成できます。

Application Builder でテンプレートを使用する方法でテンプレートを使用する方法でテンプレートを使用する方法でテンプレートを使用する方法
HTML DB エンジンは、テンプレートを使用して、各ページのルック・アンド・フィールを
構築します。テンプレートには、HTML、および実行時に動的値に置換される変数が含まれ
ます。HTML DB エンジンは、テンプレートを使用して、表に格納されたデータから動的に
ページをレンダリングします。テンプレートはページごとに指定できます。テンプレートを
指定しない場合は、HTML DB エンジンはデフォルトのアプリケーション・レベル・テンプ
レートを使用します。Application Builder には、リージョン、行、リスト、レポート、ラベ
ル、メニュー、LOV およびボタン用のテンプレートも含まれています。

テンプレートを使用すると、次のような多くのメリットが得られます。

� 複数のコンポーネントでテンプレートを共有できます。

� テンプレートを変更すると、その変更が、そのテンプレートを使用しているすべてのコ
ンポーネントに一度に適用されます。

データ・アクセスおよびアプリケーション・ロジックからユーザー・インタフェース定義を
分離することで、異なるユーザーが同時にアプリケーションおよびユーザー・インタフェー
スを構築できるようになります。次の項では、Oracle HTML DB で使用可能な様々なタイプ
のテンプレートについて説明します。

参照参照参照参照 :

� 「ページ・レンダリング」および「ページ・プロセス」のコンポーネ
ントを表示および編集する方法の詳細は、7-37 ページの「ページ属性
の表示」および 7-38 ページの「ページ定義の編集」を参照してくださ
い。

� 6-7 ページの「共有コンポーネントの概要」を参照してください。

参照参照参照参照 :

� 7-16 ページの「テンプレートでの操作」を参照してください。

� 7-34 ページの「ユーザー・インタフェース・テンプレート」を参照し
てください。

� 7-35 ページの「テンプレートのデフォルト値」を参照してください。
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ページ・テンプレートページ・テンプレートページ・テンプレートページ・テンプレート
各ページは、ページ・テンプレートを使用してレンダリングされます。各アプリケーション
には、デフォルトのページ・テンプレートが存在します。このテンプレートは、別のテンプ
レートを指定しないかぎり、アプリケーション内のすべてのページに適用されます。

ページ・テンプレートは、ナビゲーション・バー、親タブおよび標準タブの外観を制御しま
す。アプリケーションのデフォルトのページ・テンプレートを変更するには、Application 
Builder のホームページで「属性を編集属性を編集属性を編集属性を編集」を選択します。アスタリスク（*）は、別のアプリ
ケーションのテンプレートがこのテンプレートにサブスクライブ（使用）されていることを
示します。ページ・テンプレートは、複数のコンポーネント領域に分割されています。領域
ごとに特定の置換文字列がサポートされています。

リージョン・テンプレートリージョン・テンプレートリージョン・テンプレートリージョン・テンプレート
リージョン・テンプレートは、リージョンの外観を制御します。たとえば、リージョン・テ
ンプレートを使用して、コンテンツをボックスで囲むことができます。また、リージョン・
テンプレートで、ボタンおよびリージョン・タイトルの配置を制御することもできます。ア
スタリスク（*）は、別のアプリケーションのテンプレートがこのテンプレートにサブスク
ライブ（使用）されていることを示します。

リスト・テンプレートリスト・テンプレートリスト・テンプレートリスト・テンプレート
リスト・テンプレートは、リストの外観を制御します。たとえば、ホームページ上または第
3 レベルのタブ上に一連のアイコンを追加するためのリストや、進捗インジケータを含める
ためのリストを作成できます。アスタリスク（*）は、別のアプリケーションのテンプレー
トがこのテンプレートにサブスクライブ（使用）されていることを示します。

レポート・テンプレートレポート・テンプレートレポート・テンプレートレポート・テンプレート
レポート・テンプレートは、データベース問合せの形式を制御します。これらのテンプレー
トは、レポートの結果の形式を設定します。アスタリスク（*）は、別のアプリケーション
のテンプレートがこのテンプレートにサブスクライブ（使用）されていることを示します。

ラベル・テンプレートラベル・テンプレートラベル・テンプレートラベル・テンプレート
ラベル・テンプレートは、アイテム・ラベルの外観を制御します。たとえば、ラベル・テン
プレートを使用して、必須フィールド・ラベルの表示方法を指定できます。アスタリスク

（*）は、別のアプリケーションのテンプレートがこのテンプレートにサブスクライブ（使
用）されていることを示します。

参照参照参照参照 : 6-23 ページの「置換文字列の使用」を参照してください。
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メニュー・テンプレートメニュー・テンプレートメニュー・テンプレートメニュー・テンプレート
メニュー・テンプレートは、メニューの表示方法を制御します。このテンプレートは、リー
ジョンの作成時に選択します。たとえば、軌跡スタイルのナビゲーション・リンクを作成す
る場合に、メニュー・テンプレートを使用できます。アスタリスク（*）は、別のアプリ
ケーションのテンプレートがこのテンプレートにサブスクライブ（使用）されていることを
示します。

ポップアップポップアップポップアップポップアップ LOV テンプレートテンプレートテンプレートテンプレート
ポップアップ LOV テンプレートは、ポップアップ LOV（POPUP LOV タイプのアイテム）
の外観を制御します。任意の数のポップアップ LOV を作成できますが、1 つのアプリケー
ションに指定できるポップアップ LOV テンプレートは 1 つのみです。

ページ・レンダリングおよびページ・プロセスの動作ページ・レンダリングおよびページ・プロセスの動作ページ・レンダリングおよびページ・プロセスの動作ページ・レンダリングおよびページ・プロセスの動作
HTML DB エンジンは、データベース表に格納されたデータに基づいて、ページを動的にレ
ンダリングおよび処理します。レンダリングされたアプリケーションを表示するには、アプ
リケーションを実行するか、または HTML DB エンジンに送信します。アプリケーションを
実行すると、HTML DB エンジンによって次の 2 つのプロセスが使用されます。

� ページ表示ページ表示ページ表示ページ表示は、ページ・レンダリング・プロセスです。このプロセスによって、すべて
のページ属性（リージョン、アイテム、ボタンなど）が表示可能な HTML ページに編
成されます。

� ページ受入れページ受入れページ受入れページ受入れでは、ページの処理が行われます。このプロセスによって、すべての計
算、検証、プロセスおよびブランチが実行されます。

URL を使用してページをコールすると、HTML DB エンジンによってページ表示（ページ・
レンダリング・プロセス）が実行されます。ページを送信すると、HTML DB エンジンに
よって、送信した値がセッション・キャッシュに保存され、任意の計算、検証またはプロセ
スが実行されます。

共有コンポーネントの概要共有コンポーネントの概要共有コンポーネントの概要共有コンポーネントの概要
共有コンポーネントは、アプリケーション内のすべてのページに表示される共通のコンポー
ネントです。共有コンポーネントの例を次に示します。

� 親タブおよび標準タブ

� ナビゲーション・バー

� LOV

� メニュー

� リスト

� テンプレート
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標準タブおよび親タブ標準タブおよび親タブ標準タブおよび親タブ標準タブおよび親タブ
Application Builder には、次の 2 つのタイプのタブが含まれています。

� 標準タブ

� 親タブ

タブが 1 レベルのみのアプリケーションでは、標準タブ標準タブ標準タブ標準タブを使用します。タブが 2 レベルのア
プリケーションでは、親タブおよび標準タブが使用されます。標準タブ・セットは、特定の
ページおよびページ ID に関連付けられます。標準タブ・セットを使用すると、特定のペー
ジにユーザーをリンクできます。

親タブ親タブ親タブ親タブを使用すると、ナビゲーションのレベルを増やすことができます。親タブは、標準タ
ブのグループを保持するコンテナとして機能します。親タブを使用すると、特定のページに
関連付けられた特定の URL にユーザーをリンクできます。ターゲット・ページが表示され
ると、そのページの標準タブ・セットが表示されます。

ナビゲーション・バーナビゲーション・バーナビゲーション・バーナビゲーション・バー
ナビゲーション・バーを使用すると、アプリケーション内の様々なページにユーザーをリン
クできます。通常、ナビゲーション・バーは、ユーザーがヘルプ・テキストに対してログイ
ンおよびログアウトを行う場合、またはヘルプ・テキストにリンクできるようにする場合に
使用します。ナビゲーション・バーの位置は、関連付けられたページ・テンプレートによっ
て異なります。ナビゲーション・バー・アイコンを使用すると、イメージまたはテキストか
らのリンクを表示できます。ナビゲーション・バー・アイコンの作成時に、イメージ名、テ
キスト、表示順序およびリンク先の位置（URL またはページ）を指定できます。

LOV
LOV は、ラジオ・グループ、チェック・ボックス、選択リストなどの、特定のタイプの
ページ・アイテムを表示するために使用される静的定義または動的定義です。LOV は、静
的（事前定義された一連の表示値および戻り値に基づく）または動的（表から値を選択する
SQL 問合せに基づく）のいずれかです。

LOV は、LOV ウィザードを実行して名前付き LOV リポジトリに追加して、アプリケー
ション・レベルで定義します。

参照参照参照参照 : 標準タブおよび親タブを作成する方法の詳細は、8-2 ページの「タ
ブ・セットの作成」を参照してください。

参照参照参照参照 : ナビゲーション・バーを作成する方法の詳細は、8-5 ページの「ナ
ビゲーション・バーの作成」を参照してください。

参照参照参照参照 : 8-22 ページの「LOV の作成」を参照してください。
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メニューメニューメニューメニュー
メニューは、テンプレートを使用してレンダリングされるリンクの階層的なリストです。た
とえば、メニューをリンクのリストまたは軌跡パスとして表示できます。

リストリストリストリスト
リストは、テンプレートを使用してレンダリングされるリンクのコレクションです。リスト
の各エントリに対して、表示テキスト、ターゲット URL、およびリスト・エントリがいつど
のように表示されるかを制御するその他の属性を指定できます。リストの表示方法は、その
リストをテンプレートにリンクすることによって制御します。このテンプレートは、すべて
のリスト・エントリの外観を制御します。

テンプレートテンプレートテンプレートテンプレート
テンプレートは、アプリケーション内のページのルック・アンド・フィールを制御します。
アプリケーションの作成時に、ページ、リージョン、レポート、リスト、ラベル、メ
ニュー、ボタンおよびポップアップ LOV のテンプレートを指定します。

条件付きのレンダリングおよびプロセスの理解条件付きのレンダリングおよびプロセスの理解条件付きのレンダリングおよびプロセスの理解条件付きのレンダリングおよびプロセスの理解
条件とは、リージョン、アイテム、ボタンおよびタブの表示と、プロセス、計算および検証
の実行を制御するために役立つ論理単位です。たとえば、ボタンに条件を適用すると、レン
ダリング・エンジンによって、レンダリング（ページ表示）プロセス中にその条件が評価さ
れます。条件に合格するかどうかによって、そのコンポーネント（この場合はボタン）が表
示されるかどうかが決まります。

参照参照参照参照 : メニューを作成する方法の詳細は、8-7 ページの「メニューの作
成」を参照してください。

参照参照参照参照 : リストを作成する方法の詳細は、8-12 ページの「リストの作成」
を参照してください。

参照参照参照参照 : テンプレートを表示、作成および編集する方法の詳細は、7-16
ページの「テンプレートでの操作」を参照してください。
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条件を指定するには、コンポーネント（リージョン、アイテム、ボタンまたはタブ）の作成
時に条件タイプを選択するか、またはコンポーネントの条件付き表示属性で条件を選択しま
す（6-10 ページの図 6-3 を参照）。条件は、「式」フィールドに入力した値に基づいて、true
または false に評価されます。

図図図図 6-3 条件付き表示属性条件付き表示属性条件付き表示属性条件付き表示属性

任意のコンポーネントに使用可能なすべての条件のリストを表示するには、条件付き表示タ
イプ・リストの右にある表示アイコンをクリックします。「タイプ」リストのすぐ下に、一
般的な選択項目へのショートカットが表示されます。条件に式が必要な場合は、該当する
フィールドにその式を入力します。

次の項では、一般的に使用されるいくつかの条件タイプについて説明します。

カレント・ページカレント・ページカレント・ページカレント・ページ = 式式式式 1
「カレント・ページ =式 1」は、カレント・ページが、「式 1」フィールドに指定されたペー
ジ ID に一致する場合に true と評価されます。次に例を示します。

100,101,102

カレント・ページが 100、101 または 102 である場合、この条件は true に評価され、条件に
合格します。

存在する存在する存在する存在する
「存在する (SQL問合せが 1行以上を戻す )」は、SQL 問合せとして表現されます。問合せ
で 1 行以上が戻される場合、この条件は true と評価されます。次に例を示します。

SELECT 1 FROM emp WHERE deptno = :P101_DEPTNO
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この例では、アイテム P101_DEPTNOがバインド変数として参照されます。アプリケーショ
ン・プロセスおよび SQL 問合せリージョン内でバインド変数を使用すると、アイテムの
セッション・ステートを参照できます。P101_DEPTNOの値に指定した部門に 1 人以上の従
業員が存在する場合、この条件は true と評価されます。

PL/SQL 式式式式
true または false に評価される有効な PL/SQL 構文に式を指定するには、「PL/SQL式」を使
用します。次に例を示します。

NVL(:MY_ITEM,'NO') = 'YES'

:MY_ITEMの値が YES の場合、この条件は true と評価されます。それ以外の場合は、false
と評価されます。

ビルド・オプションを使用した構成の制御ビルド・オプションを使用した構成の制御ビルド・オプションを使用した構成の制御ビルド・オプションを使用した構成の制御
ビルド・オプションを使用すると、アプリケーションで特定の機能を条件付きで表示できま
す。ビルド・オプションによって、各アプリケーションで有効にする機能を制御できます。
アプリケーション・レベルのビルド・オプションを指定する場合は、各属性（各ページ、ブ
ランチ、ボタン、アイテム、タブなど）に指定する必要はありません。

ビルド・オプションは、INCLUDE または EXCLUDE という 2 つの値をとることができま
す。属性を含めるように指定すると、HTML DB エンジンは、実行時にその属性をアプリ
ケーション定義の一部として認識します。また、属性を排除するように指定すると、HTML 
DB エンジンは、その属性を存在しないものとして処理します。

ビルド・オプションの作成ビルド・オプションの作成ビルド・オプションの作成ビルド・オプションの作成
ビルド・オプションを指定するには、まずそのオプションを作成する必要があります。

ビルド・オプションを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. Application Builder が表示されたら、「ビルドビルドビルドビルド」タブを選択します。

3. 新しいビルド・オプションを作成するには、「作成作成作成作成」をクリックします。

4. 画面に表示される手順に従います。

参照参照参照参照 : 詳細は、6-19 ページの「バインド変数」を参照してください。

参照参照参照参照 : Oracle HTML DB で使用可能なすべての条件タイプの詳細なリス
トは、付録 A「使用可能な条件」を参照してください。

参照参照参照参照 : ビルド・オプションを指定する方法の詳細は、7-29 ページの「ア
プリケーション属性の編集」および 7-52 ページの「ページ属性の編集」を
参照してください。
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ビルド・オプション・レポートの表示ビルド・オプション・レポートの表示ビルド・オプション・レポートの表示ビルド・オプション・レポートの表示
Oracle HTML DB では、カレント・アプリケーションでのビルド・オプションの使用状況の
詳細を含むレポートを表示できます。

ビルド・オプションの使用状況のレポートを表示するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. Application Builder が表示されたら、「ビルドビルドビルドビルド」タブを選択します。

3. 左側のナビゲーション・ペインの「ナビゲートナビゲートナビゲートナビゲート」をクリックして「ビルド・オプションビルド・オプションビルド・オプションビルド・オプション
の使用状況の使用状況の使用状況の使用状況」を選択します。

4. 「ビルド・オプション」リストからビルド・オプションを選択して、「実行実行実行実行」をクリック
します。

ユーザーの本人確認ユーザーの本人確認ユーザーの本人確認ユーザーの本人確認
認証は、ユーザーがアプリケーションにアクセスする前に、そのユーザーの本人確認を行う
プロセスです。認証では、ユーザーがユーザー名とパスワードを入力するか、またはデジタ
ル証明書や保護キーを使用する場合があります。

Oracle HTML DB は、認証をサポートしています。ユーザーの本人確認は、複数の組込み認
証メソッドから選択するか、またはウィザードを使用して独自のカスタム認証方法を作成し
て実行できます。

コンポーネントへのアクセスの制御コンポーネントへのアクセスの制御コンポーネントへのアクセスの制御コンポーネントへのアクセスの制御
条件はページ上の特定のコンポーネントのレンダリングおよび処理を制御しますが、認可は
特定のコンポーネントへのユーザーのアクセスを制御します。認可は、事前定義されたユー
ザー権限に基づいてリソースへのアクセスを制御することを示す広義語です。

認可スキームは、アプリケーションの認証スキームのセキュリティを強化します。認可ス
キームは、アプリケーション全体、各ページ、またはリージョン、アイテム、ボタンなどの
特定のコンポーネントに対して指定できます。たとえば、認可スキームを使用して、ユー
ザーに表示するタブ、リージョンまたはナビゲーション・バーを選択的に決定できます。

参照参照参照参照 : 詳細は、10-10 ページの「認証を介したユーザーの本人確認」を参
照してください。

参照参照参照参照 : 10-17 ページの「認可を介したセキュリティの提供」を参照してく
ださい。
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セッション・ステートの管理の概要セッション・ステートの管理の概要セッション・ステートの管理の概要セッション・ステートの管理の概要
HTTP（HTML ページの配布に も一般的に使用されるプロトコル）は、ステートレスなプ
ロトコルです。Web ブラウザは、ページ全体をダウンロードするために必要な時間のみサー
バーに接続します。また、サーバーでは、各ページ・リクエストは、発生済または将来発生
する他のページ・リクエストと関連しない個別のイベントとして処理されます。これは、あ
るページで入力したフォーム値に後続のページでアクセスするには、なんらかのセッショ
ン・ステート管理を使用する必要があることを意味します。通常、ユーザーがあるページの
フォームに入力した値には、後続のページからはアクセスできません。Oracle HTML DB は
透過的にセッション・ステートを保持するため、開発者は、アプリケーションの任意のペー
ジでセッション・ステートの値を取得および設定できます。

セッションは、ページ・ビュー間で永続性（またはステートフルな動作）を確立する論理的
な構成体です。各セッションには、Oracle HTML DB の使用環境で一意の識別子が割り当て
られています。HTML DB エンジンは、この識別子（セッション ID）を使用して、各ペー
ジ・ビューの前後に、アプリケーションで作業中のデータ・セット（セッション・ステー
ト）を格納および取得します。

個々のセッションは相互に完全に独立しているため、任意の数のセッションがデータベース
内に同時に存在できます。セッションは管理者によって消去されるまでデータベース内で存
続するため、ユーザーは、以前のセッションに戻ることができ、1 つのアプリケーションを
長期間実行し続けることができます。また、ユーザーは複数のブラウザ・セッションで、ア
プリケーションの複数のインスタンスを同時に実行できます。

Oracle HTML DB は、ページ・リクエストの処理に使用される Oracle データベース・セッ
ションとは論理的にも物理的にも異なります。ユーザーはアプリケーションを、1 つの
Oracle HTML DB セッションで、ログインからログアウトまで実行します。この期間は、通
常分単位か時間単位です。このセッション中にページがリクエストされるたびに、HTML 
DB エンジンは Oracle データベース・セッションを作成または再利用してデータベース・リ
ソースにアクセスします。各 Oracle データベース・セッションは、数分の 1 秒のみ存続し
ます。

セッションセッションセッションセッション ID の概要の概要の概要の概要
HTML DB エンジンは、データベースからセッション・ステートをフェッチするために、各
ページ・リクエストのユーザーの識別情報（匿名性）、およびセッション ID を確認します。
セッション ID は、ページ・リクエストの URL 内に明示的に示されています。また、ページ
の HTML POST 構造や、認証中に HTML DB エンジンによって送信され、アプリケーショ
ン（またはブラウザ）・セッションが終了するまで保持されるセッションの Cookie 内にも
セッション ID が示されています。

Oracle HTML DB は、認証プロセス中に新しいセッション ID を割り当て、認証されたユー
ザーの識別情報をセッション ID とともに記録し、続けて各ページ・リクエストの URL また
は POST データをセッションの Cookie およびデータベースのセッション・レコードと照合
して確認します。この確認によって、柔軟性とセキュリティが向上します。
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セッション ID がセッション・ステート用のキーであるのに対し、セッションの Cookie（使
用される場合）およびセッション・レコードは、セッション ID とユーザーの認証ステータ
スの整合性を保証します。

セッション・ステートの表示セッション・ステートの表示セッション・ステートの表示セッション・ステートの表示
HTML DB アプリケーションの動作は、通常、セッション・ステートの値によって決まりま
す。たとえば、ボタンは、アイテムのセッション・ステートの値に基づいて、条件付きで表
示できます。ページのセッション・ステートを表示するには、「開発者」ツールバーの

「セッションセッションセッションセッション」をクリックします。

図図図図 6-4「開発者」ツールバー「開発者」ツールバー「開発者」ツールバー「開発者」ツールバー

「セッション・ステート」ページには、ページに関する重要な情報が含まれています。表 6-1
に、「セッション・ステート」ページで参照可能な様々なタイプの情報を示します。

表表表表 6-1「セッション・ステート」ページで参照可能な情報「セッション・ステート」ページで参照可能な情報「セッション・ステート」ページで参照可能な情報「セッション・ステート」ページで参照可能な情報

ヘッダーヘッダーヘッダーヘッダー 説明説明説明説明

アプリケーション、
ページ、セッション

アプリケーション名、ページ ID およびセッション ID が表示され

ます。

ページ・アイテム アイテム名、アイテムの表示方法（非表示、ポップアップ、ボタ
ン、HTML でのみ表示）、ステートまたはセッション ID、ステー

タスなどのページ属性が表示されます。

「ステータス」列には、セッション・ステートのステータスが示さ
れます。表示される値を次に示します。

� I: 挿入

� U: 更新

� R: リセット

アプリケーション・ア
イテム

アプリケーション・アイテムは、ページに存在しないアイテムで
す。アプリケーション・アイテムは、関連付けられたユーザー・
インタフェース・プロパティを持たないセッション・ステート変
数です。

参照参照参照参照 : アイテム値を参照する方法の詳細は、7-38 ページの「置換

文字列の使用」を参照してください。

アプリケーション環境 セッション ID、現行ユーザー、セキュリティ ID およびブラウザ

の言語が表示されます。

セッション・ステート ユーザーの完全なセッション・ステートが示されます。上部のセ
クションには、カレント・ページのステートが示されます。
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セッション・ステート値の管理セッション・ステート値の管理セッション・ステート値の管理セッション・ステート値の管理
インタラクティブな、データに応じて動作する Web アプリケーションを構築するには、
セッション・ステート値に簡単にアクセスして管理する機能が重要です。Oracle HTML DB
では、セッション・ステートはページごとに自動的に管理され、静的 HTML、またはプロセ
スや検証などのロジック・コントロールによって簡単に参照できます。

この項の内容は次のとおりです。

� セッション・ステートの参照

� セッション・ステートの設定

� セッション・ステートの消去

� バインド変数

セッション・ステートの参照セッション・ステートの参照セッション・ステートの参照セッション・ステートの参照
アイテムの値の参照は、セッション・ステートの参照の も一般的な例です。Oracle HTML 
DB では、アイテムはフィールド、テキスト領域、パスワード、選択リスト、チェック・
ボックスなどです。表 6-2 に、アイテム値を参照するためにサポートされている構文を示し
ます。

参照参照参照参照 : 「開発者」ツールバーの詳細は、7-10 ページの「「開発者」ツール
バーの使用」を参照してください。

参照参照参照参照 : 詳細は、7-43 ページの「アイテム」および 7-47 ページの「アイテ
ム値の参照」を参照してください。

表表表表 6-2 アイテム値を参照するための構文アイテム値を参照するための構文アイテム値を参照するための構文アイテム値を参照するための構文

タイプタイプタイプタイプ 構文構文構文構文 説明説明説明説明

SQL :MY_ITEM 30 バイト以下のアイテム用の標準のバインド変数構文。この

構文は、SQL 問合せおよび PL/SQL 内の参照用に使用しま

す。

PL/SQL v('MY_ITEM') v ファンクションを使用してアイテム値を参照する PL/SQL
構文

参照参照参照参照 : 13-1 ページの「Oracle HTML DB API」を参照してく

ださい。

PL/SQL nv('MY_NUMERIC_ITEM') nv ファンクションを使用して数値アイテム値を参照する標準

の PL/SQL 構文

参照参照参照参照 : 13-1 ページの「Oracle HTML DB API」を参照してく

ださい。
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セッション・ステートの設定セッション・ステートの設定セッション・ステートの設定セッション・ステートの設定
Oracle HTML DB のページがユーザーによって送信されると、HTML DB エンジンは、
フィールド（アイテム）に入力された値をセッション・ステートに自動的に格納します。た
とえば、2 つのページを持つアプリケーションが存在すると想定します。このアプリケー
ションの 初のページには、ユーザーが電話番号を入力できるフォームが含まれています。
このフォームは、P2_PhoneNoという名前のアイテムを作成して定義しています。2 つ目の
ページには、ユーザーがフォームに入力する情報を表示する必要があります。

このページが送信されると、Oracle HTML DB によって、電話番号フィールドに入力された
値が取得され、その値が今後の使用のために格納されます。ユーザーが入力した電話番号
は、そのページのフィールドに関連付けられたアイテムを参照することで、セッション・ス
テートから取得できます。

セッション・ステートの消去セッション・ステートの消去セッション・ステートの消去セッション・ステートの消去
アプリケーションの開発時に、特定のアイテム、ページ上のすべてのアイテム、アプリケー
ション内のすべてのページ、または現行のユーザー・セッション用にキャッシュされた値を
消去する必要がある場合があります。キャッシュされた値を消去すると、その値が NULL に
リセットされます。次の項では、セッション・ステートを消去する具体的な例について説明
します。

アイテムごとのキャッシュの消去アイテムごとのキャッシュの消去アイテムごとのキャッシュの消去アイテムごとのキャッシュの消去
1 つのアイテムのキャッシュを消去すると、そのアイテムの値が NULL にリセットされま
す。たとえば、ページがレンダリング用に準備されるときに特定のアイテムの値を確実に
NULL にしておく必要がある場合に、この方法を使用します。

次の例では、標準 f?p構文を使用してアイテムのキャッシュを消去します。この例では、ア
プリケーション 100 のページ 5 がコールされます。f?p構文の ClearCache位置に
MY_ITEMを指定すると、MY_ITEMの値が NULLにリセットされます。

f?p=100:5:&SESSION.::NO::MY_ITEM:

次の例では、アイテム THE_EMPNOおよび THE_DEPTNOの値がリセットされます。

f?p=100:5:&SESSION.::NO::THE_EMPNO,THE_DEPTNO:,

静的テキスト &MY_IITEM 静的テキスト

静的テキスト（完
全置換）

&MY_IITEM. 静的テキスト。完全置換です。

表表表表 6-2 アイテム値を参照するための構文アイテム値を参照するための構文アイテム値を参照するための構文アイテム値を参照するための構文（続き）（続き）（続き）（続き）

タイプタイプタイプタイプ 構文構文構文構文 説明説明説明説明
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ページごとのキャッシュの消去ページごとのキャッシュの消去ページごとのキャッシュの消去ページごとのキャッシュの消去
アプリケーション・アイテムをキャッシュすると、セッション・ステートを効率的に保持で
きます。ただし、ページ上のすべてのアイテムのキャッシュを消去する必要がある場合もあ
ります。たとえば、ユーザーが新しい注文を作成するリンクをクリックすると、ページ上の
すべてのフィールドが消去されるようにする必要があると想定します。ページ全体のキャッ
シュを消去することで、ページ上のすべてのアイテムの値を NULL に設定できます。

2 つのページのセッション・キャッシュの消去およびページ区切りのリセットつのページのセッション・キャッシュの消去およびページ区切りのリセットつのページのセッション・キャッシュの消去およびページ区切りのリセットつのページのセッション・キャッシュの消去およびページ区切りのリセット  この例では、
2 つのページのセッション・キャッシュが消去され、ページ区切りがリセットされます。

f?p=6000:6003:&SESSION.::NO:RP,6004,6014

この例では、次の動作が実行されます。

� アプリケーション 6000 のページ 6003 が実行され、現行のセッション ID が使用されま
す。

� デバッグ情報を表示しないように指示されます（NO）。

� カレント・セッションのキャッシュに保持されたページ 6004 および 6014 のアイテムの
すべての値が消去されます。

� ページ 6003（リクエストされたページ）のリージョンのページ区切り（RP）がリセッ
トされます。

ページのセッション・キャッシュの消去およびアイテム値の引渡しページのセッション・キャッシュの消去およびアイテム値の引渡しページのセッション・キャッシュの消去およびアイテム値の引渡しページのセッション・キャッシュの消去およびアイテム値の引渡し  この例では、更新
フォームの効率的な実装方法を示します。既存の情報を消去し、アイテムの値（通常、主
キー）を設定します。

f?p=6000:6003:&SESSION.::NO:6003:MY_ITEM:1234

この例では、次の動作が実行されます。

� アプリケーション 6000 のページ 6003 が実行され、現行のセッション ID が使用されま
す。

� デバッグ情報を表示しないように指示されます（NO）。

� カレント・セッションのキャッシュに保持されたページ 6003 のアイテムのすべての値が
消去されます。

� MY_ITEMというアイテムのセッション・ステートの値を 1234に設定します。

参照参照参照参照 : 8-36 ページの「ページ区切りのあるレポートの作成」を参照して
ください。
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ページのセッション・キャッシュの消去および複数のアイテムに対する値の引渡しページのセッション・キャッシュの消去および複数のアイテムに対する値の引渡しページのセッション・キャッシュの消去および複数のアイテムに対する値の引渡しページのセッション・キャッシュの消去および複数のアイテムに対する値の引渡し  この例
は、値が複数のアイテムに渡されること以外は、前述の例に類似しています。

f?p=6000:6004:&SESSION.::NO:6003:MY_ITEM1,MY_ITEM2,MY_ITEM3:1234,,5678

この例では、次の動作が実行されます。

� アプリケーション 6000 のページ 6004 が実行され、現行のセッション ID が使用されま
す。

� ページ 6003 のアイテムのカレント・セッションのキャッシュが消去されます。

� デバッグ情報を表示しないように指示されます（NO）。

� MY_ITEM1の値が 1234、MY_ITEM2の値が NULL（プレースホルダとして使用されたカ
ンマによって示される）および MY_ITEM3の値が 5678 に設定されます。

アプリケーション全体のキャッシュの消去アプリケーション全体のキャッシュの消去アプリケーション全体のキャッシュの消去アプリケーション全体のキャッシュの消去
f?p構文で、キーワード APP を使用して REQUEST引数を作成することによって、アプリ
ケーション・キャッシュを消去することもできます。次の構文を使用します。

f?p=App:Page:Session::NO:APP

カレント・ユーザー・セッションのキャッシュの消去カレント・ユーザー・セッションのキャッシュの消去カレント・ユーザー・セッションのキャッシュの消去カレント・ユーザー・セッションのキャッシュの消去
アプリケーション・キャッシュは、f?p構文を使用して消去することもできます。キーワー
ド SESSIONを使用して REQUEST引数を作成します。次に例を示します。

f?p=6000:6004:12507785108488427528::NO:SESSION

注意注意注意注意 : アプリケーション全体のキャッシュをリセットしても、アプリ
ケーションは完全なリセット状態にはリストアされません。たとえば、ア
プリケーションに新しいインスタンス開始時の計算やプロセスが含まれて
いる場合、HTML DB エンジンは、該当するアプリケーション・セッショ
ンが作成されたときに、これらの計算やプロセスを実行します。その後、
キャッシュ消去リクエストを処理し、リクエストされたページを表示しま
す。

アプリケーションを完全にリセットするには、セッション ID を指定せず
に URL を使用するか、または別のアプリケーションから
HTMLDB_APPLICATION.CLEAR_APP_CACHEをコールして、そのアプリ
ケーションをリクエストする必要があります。セッション ID が Cookie を
使用して設定されている場合、そのステートをリセットするためにログア
ウトする必要があります。
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バインド変数バインド変数バインド変数バインド変数
アプリケーション・プロセスまたは SQL 問合せ内でバインド変数を使用すると、特定のア
イテムのセッション・ステートを参照できます。次に例を示します。

SELECT * FROM emp WHERE name like '%' || :SEARCH_STRING || '%'

この例では、検索文字列がページ・アイテムです。リージョン・タイプが SQL 問合せとし
て定義されている場合、標準 SQL バインド変数構文を使用して値を参照できます。バイン
ド変数を使用すると、解析済の SQL 問合せがデータベースによって再利用されるため、
サーバーによるメモリーの使用が 適化されます。

バインド変数構文を使用する場合、次の規則に注意してください。

� バインド変数名は、アイテム名に対応している必要があります。

� バインド変数名は、大 / 小文字が区別されません。

� バインド変数名は、30 文字以下である必要があります（有効な Oracle 識別子である必要
があります）。

アプリケーション・アイテムは 255 文字以下に設定できますが、アプリケーション・ア
イテムをバインド変数構文を使用した SQL 内で使用する場合、そのアイテム名は 30 文
字以下で指定する必要があります。

SQL 問合せまたは問合せまたは問合せまたは問合せまたは LOV に基づいたリージョンでのバインド変数の使用に基づいたリージョンでのバインド変数の使用に基づいたリージョンでのバインド変数の使用に基づいたリージョンでのバインド変数の使用
リージョン・タイプが SQL 問合せ、SQL 問合せ（SQL 問合せを戻す PL/SQL ファンクショ
ン本体）、または LOV として定義されている場合、次の構文を使用してセッション・ステー
トを参照できます。

:MY_ITEM

これを行うための一般的な方法の 1 つは、セッション・ステート変数を WHERE 句に組み込
むことです。次の例では、アイテム THE_DEPTNOの値を、SQL 問合せから定義されるリー
ジョンにバインドする方法を示します。

SELECT ename, job, sal
FROM emp
WHERE deptno = :THE_DEPTNO

参照参照参照参照 : 様々なタイプのリージョンを作成する方法の詳細は、8-15 ページ
の「リージョンの作成」を参照してください。
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PL/SQL プロシージャでのバインド変数の使用プロシージャでのバインド変数の使用プロシージャでのバインド変数の使用プロシージャでのバインド変数の使用
PL/SQL プロシージャとして定義されたタイプのリージョンは、PL/SQL 無名ブロック構文
を使用して構築できます。開始と終了が PL/SQL の前後に自動的に追加されます。次に例を
示します。

INSERT INTO emp (empno, ename, job)
VALUES (:P1_empno, :P1_name, :P1_job);

この例では、empno、enameおよび jobの値には、P1_empno、P1_nameおよび P1_job
の値が移入されます。

URL 構文の概要構文の概要構文の概要構文の概要
各アプリケーションは、そのアプリケーションを一意に識別する番号（アプリケーション
ID）または英数字の別名を持ちます。同様に、各ページも一意の番号（ページ ID）または
英数字の別名を持ちます。アプリケーションを実行すると、HTML DB エンジンによって
セッション番号が生成されます。この番号は、ユーザーのセッション・ステートに対する
キーとして機能します。

各ページ用に表示される URL には、Oracle HTML DB の位置、アプリケーション ID、ペー
ジ ID およびセッション ID が示されます。次に例を示します。

http://marvel.oracle.com/pls/otn/f?p=4350:1:220883407765693447

この例では、次のことが示されています。

� Oracle HTML DB のアドレス :

http://marvel.oracle.com/pls/otn/

� アプリケーション ID: 4350

� ページ ID: 1

� セッション ID: 220883407765693447

f?p 構文を使用したページのリンク構文を使用したページのリンク構文を使用したページのリンク構文を使用したページのリンク
アプリケーションのページ間にリンクを作成するには、次の構文を使用します。

f?p=App:Page:Session:Request:Debug:ClearCache:itemNames:itemValues:PrinterFriendly
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表 6-3 に、f?p構文を使用して指定できる引数を示します。

表表表表 6-3 f?p 構文の引数構文の引数構文の引数構文の引数

構文構文構文構文 説明説明説明説明

App アプリケーション ID または英数字の別名を指定します。

Page ページ ID または英数字の別名を指定します。

Session セッション ID を指定します。セッション ID を参照して、セッション番

号を渡すことで同じセッション・ステートを保持している他のページへ
のハイパーテキスト・リンクを作成できます。セッション ID を参照する

には、次の構文を使用します。

� 短縮置換文字列 : &SESSION

� PL/SQL: v('SESSION')

� バインド変数 : :APP_SESSION

Request REQUESTの値を設定します。REQUESTの値は、各アプリケーション・

ボタンによって、そのボタンの名前に設定されます。これによって、
ユーザーがボタンをクリックしたときに、受入れプロセスでそのボタン
の名前が参照されるようになります。REQUESTを参照するには、次の構

文を使用します。

� 置換文字列 : &REQUEST

� PL/SQL: v('REQUEST')

� バインド変数 : :REQUEST

Debug アプリーション処理の詳細を表示します。DEBUG フラグの有効値は

YESまたは NOです。このフラグを YESに設定すると、アプリケーショ

ン・プロセスの詳細を表示できます。DEBUG フラグを参照するには、

次の構文を使用します。

� 短縮置換文字列 : &DEBUG

� PL/SQL: v('DEBUG')

� バインド変数 : :DEBUG

ClearCache キャッシュを消去します。1 つのアイテムのキャッシュを消去すると、

そのアイテムの値が NULL に設定されます。キャッシュされたアイテム

を消去するには、カンマで区切られたページ番号のリストを使用します。
カンマで区切られたリストには、リセットされるもののコレクションま
たはキーワード RP を含めることもできます。キーワード RPは、リクエ

ストされたページ上のリージョンのページ区切りをリセットします。

itemNames URL でセッション・ステートを設定するために使用される、カンマで区

切られたアイテム名のリストです。
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f?p構文の動作を理解することは重要ですが、この構文をユーザー自身が構築する必要があ
る場合はほとんどありません。Oracle HTML DB には、これらの参照を自動的に作成する多
くのウィザードが含まれています。次の項では、f?p構文を使用してページをリンクする多
くの具体的な場合について説明します。

アプリケーションおよびページの別名を使用したページのコールアプリケーションおよびページの別名を使用したページのコールアプリケーションおよびページの別名を使用したページのコールアプリケーションおよびページの別名を使用したページのコール
次の例では、Oracle HTML DB アプリケーション内から、アプリケーションおよびページの
別名を使用してページをコールします。アプリケーション myappのページ homeが実行さ
れ、現行のセッション ID が使用されます。

f?p=myapp:home:&SESSION.

ボタンのボタンのボタンのボタンの URL からのページのコールからのページのコールからのページのコールからのページのコール
ボタンの作成時に、ユーザーがそのボタンをクリックするとリダイレクトされる URL を指
定できます。この例では、アプリケーション 6000 のページ 6001 が実行され、現行のセッ
ション ID が使用されます。

f?p=6000:6001:&SESSION.

itemValues URL でセッション・ステートを設定するために使用される、カンマで区

切られたアイテム値のリストです。

PrinterFriendly 印刷用設定項目を YESまたは NO（デフォルト）に指定します。このア

イテムは、 小限のグラフィックと印刷に適したレイアウトでページ・
ビューを作成する場合に使用できます。印刷用設定項目を参照するには、
次の構文を使用します。

v('PRINTER_FRIENDLY')

参照時は、HTML DB エンジンはタブやナビゲーション・バーを表示し

ません。すべてのアイテムは、フォーム要素ではなくテキストで表示さ
れます。

表表表表 6-3 f?p 構文の引数（続き）構文の引数（続き）構文の引数（続き）構文の引数（続き）

構文構文構文構文 説明説明説明説明
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置換文字列の使用置換文字列の使用置換文字列の使用置換文字列の使用
ページ・テンプレート内またはリージョン・ソース内で置換文字列を使用すると、文字列を
別の値に置換できます。ユーザーによるアイテムの編集を可能にするアプリケーションを設
計するには、情報を渡すために置換文字列を使用する必要があります。

Oracle HTML DB では、次のように置換文字列を使用できます。

� 置換文字列をテンプレートに含めます。

� アプリケーション・レベルまたはページ・レベルでアイテムを作成します。

� 組込み置換文字列を使用して、特定のタイプの機能を実現します。

テンプレート内で使用する置換文字列には、シャープ記号（#）を含めます。次に例を示し
ます。

#ABC#

アプリケーション・レベルで作成された置換文字列は、表示されず、セッション・ステート
を保持する変数として使用されます。ページ・アイテムは、ページの属性として定義できま
す。このタイプのセッション・ステートの置換は、アプリケーション・レベルまたはペー
ジ・レベルで行うことができます。次に例を示します。

&MY_ITEM.

組込み置換文字列組込み置換文字列組込み置換文字列組込み置換文字列
Application Builder では、多くの組込み置換文字列がサポートされています。これらの値を
参照して特定のタイプの機能を実現できます。Oracle HTML DB で使用可能な組込み置換文
字列は次のとおりです。

次の項では、これらの置換文字列の詳細、使用するタイミング、および現在使用可能な構文
について説明します。SESSIONおよび USERは Oracle の予約語であるため、短縮構文が存
在しないことに注意してください。

この項の内容は次のとおりです。

� APP_SESSION

� APP_USER

� IMAGE_PREFIX

� WORKSPACE_IMAGES

� APP_IMAGES

� BROWSER_LANGUAGE

� PRINTER_FRIENDLY

� HOME_LINK
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� PROXY SERVER

� REQUEST

� SYSDATE_YYYYMMDD

� DEBUG

� APP_ID

� APP_PAGE_ID

� APP SCHEMA OWNER

� SQLERRM

� AUTHENTICATED_URL_PREFIX

� LOGOUT_URL

� PUBLIC_URL_PREFIX

� CURRENT_PARENT_TAB_TEXT

� APP_ALIAS

� APP_UNIQUE_PAGE_ID

APP_SESSION
APP_SESSIONは、 も一般的に使用される組込み置換文字列の 1 つです。この置換文字列
を使用すると、セッション番号を渡すことで同じセッション・ステートを保持しているアプ
リケーション・ページ間にハイパーテキスト・リンクを作成できます。表 6-4 に、
APP_SESSIONを参照するためにサポートされている構文を示します。

参照参照参照参照 :

� 静的置換文字列をアプリケーション属性として定義する方法の詳細
は、7-37 ページの「静的置換文字列」を参照してください。

� 認証の詳細は、10-17 ページの「認可を介したセキュリティの提供」
を参照してください。

表表表表 6-4 APP_SESSION 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

バインド変数 :APP_SESSION

PL/SQL v('APP_SESSION')

短縮 PL/SQL v('SESSION')

短縮置換文字列 &SESSION.
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次に例を示します。

� HTML リージョン内からの参照 :

<a href="f?p=100:5:&SESSION.">ここをクリック</a>

� PL/SQL を使用した参照 :

htf.anchor('f?p=100:5:'||v('SESSION'),'ここをクリック');

� SQL 問合せを使用した参照 :

SELECT htf.anchor('f?p=100:5:'||:app_session,'ここをクリック') FROM DUAL;

APP_USER
APP_USERは、アプリケーションを実行している現行ユーザーです。認証モデルに応じて、
ユーザーの値の設定も異なります。アプリケーションがデータベース認証を使用して実行さ
れている場合、ユーザーの値はデータベースの擬似列 USER と同じになります。表 6-5 に、
APP_USERを参照するためにサポートされている構文を示します。

次に例を示します。

� HTML リージョン内からの参照 :

&USERでログインしています。

� PL/SQL を使用した参照 :

htp.p('次のアカウントでログインしています。'||v('USER'));

置換文字列 &APP_SESSION.

表表表表 6-5 APP_USER 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

バインド変数 :APP_USER

PL/SQL v('APP_USER')

短縮 PL/SQL v('USER')

置換文字列 &USER.

表表表表 6-4 APP_SESSION 構文構文構文構文（続き）（続き）（続き）（続き）

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文
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� バインド変数としての参照 :

SELECT * FROM some_table WHERE user_id = :app_user

IMAGE_PREFIX
イメージの接頭辞の属性は、「アプリケーション属性を編集」ページで定義します。デフォ
ルトでは、イメージの接頭辞は、「/i/」です。この接頭辞は、Oracle HTML DB によって分
散されたイメージを参照するときに使用します。アップロードされたイメージを参照する場
合、WORKSPACE_IMAGESおよび APP_IMAGESを使用します。表 6-6 に、IMAGE_PREFIX
を参照するためにサポートされている構文を示します。

WORKSPACE_IMAGES
作業領域イメージの接頭辞は、IMAGE_PREFIX（6-26 ページの「IMAGE_PREFIX」を参照）
から導出されます。作業領域イメージは、特定のアプリケーションに固有ではなく、複数の
アプリケーション間で共有できるという点で、アプリケーション・イメージと異なります。
表 6-7 に、WORKSPACE_IMAGESを参照するためにサポートされている構文を示します。

参照参照参照参照 : アプリケーション属性の詳細は、7-29 ページの「アプリケーショ
ン属性の編集」を参照してください。

表表表表 6-6 IMAGE_PREFIX 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

バインド変数 :IMAGE_PREFIX

直接 PL/SQL HTMLDB_APPLICATION.G_IMAGE_PREFIX

PL/SQL v('IMAGE_PREFIX')

置換文字列 &IMAGE_PREFIX.

テンプレート置換 #IMAGE_PREFIX#

表表表表 6-7 WORKSPACE_IMAGES 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

バインド変数 :WORKSPACE_IMAGES

直接 PL/SQL 使用不可

PL/SQL v('WORKSPACE_IMAGES')

置換文字列 &WORKSPACE_IMAGES.

テンプレート置換 #WORKSPACE_IMAGES#
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APP_IMAGES
アプリケーション・イメージの接頭辞は、IMAGE_PREFIX（前述の項を参照）から導出さ
れます。Oracle HTML DB は、アップロードされたイメージをデータベースに格納します。
作業領域イメージは、特定のアプリケーションに固有で、複数のアプリケーションで共有で
きません。イメージをアップロードして、そのイメージをアプリケーション固有に設定した
場合、この置換文字列またはバインド接頭辞を使用する必要があります。表 6-8 に、
APP_IMAGESを参照するためにサポートされている構文を示します。

BROWSER_LANGUAGE
BROWSER_LANGUAGEは、Web ブラウザの現行の言語設定項目を参照します。表 6-9 に、
BROWSER_LANGUAGEを参照するためにサポートされている構文を示します。

表表表表 6-8 APP_IMAGES 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

バインド変数 :APP_IMAGES

直接 PL/SQL 使用不可

PL/SQL v('APP_IMAGES')

置換文字列 &APP_IMAGES.

テンプレート置換 #APP_IMAGES#

表表表表 6-9 BROWSER_LANGUAGE 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

バインド変数 :BROWSER_LANGUAGE

直接 PL/SQL HTMLDB_APPLICATION.G_BROWSER_LANGUAGE

PL/SQL v('BROWSER_LANGUAGE')

置換文字列 :BROWSER_LANGUAGE.

置換文字列 &BROWSER_LANGUAGE.
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PRINTER_FRIENDLY
PRINTER_FRIENDLYの値によって、HTML DB エンジンが印刷表示モードで実行するかど
うかが決定されます。この設定は、印刷されるドキュメントには不適切な要素をページから
排除する条件で参照することができます。表 6-10 に、PRINTER_FRIENDLYを参照するため
にサポートされている構文を示します。

HOME_LINK
HOME_LINKは、アプリケーションのホームページです。HTML DB エンジンは、ページが
指定されていない場合はこの位置にリダイレクトします。表 6-11 に、HOME_LINKを参照す
るためにサポートされている構文を示します。

PROXY SERVER
PROXY SERVERは、アプリケーション属性です。この属性は、ソースが URL であるリー
ジョンによって使用される場合があります。次に、直接 PL/SQL 参照用の適切な構文を示し
ます。この参照は、データベースからリモート Web サーバーにアクセスするための
PL/SQL を記述する場合に使用します（たとえば、データベースに付属する utl_httpパッ
ケージを使用する場合）。

HTMLDB_APPLICATION.G_PROXY_SERVER

表表表表 6-10 PRINTER_FRIENDLY 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

直接 PL/SQL HTMLDB_APPLICATION.G_PRINTER_FRIENDLY（VARCHAR2
データ型）

PL/SQL v('PRINTER_FRIENDLY')

置換文字列 &PRINTER_FRIENDLY.

表表表表 6-11 HOME_LINK 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

直接 PL/SQL HTMLDB_APPLICATION.G_HOME_LINK

PL/SQL v('HOME_LINK')

テンプレート参照 #HOME_LINK#

置換文字列 &HOME_LINK.
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REQUEST
REQUESTの値は、各アプリケーション・ボタンによって、そのボタンの名前に設定されま
す。これによって、ユーザーがボタンをクリックしたときに、受入れプロセスでそのボタン
の名前が参照されるようになります。f?p構文では、REQUESTは 4 つ目の引数を使用して
設定できます。

REQUEST の値の参照の値の参照の値の参照の値の参照  REQUESTは、通常、受入れプロセス（ページのポスト時に発生するプ
ロセス）中に参照されます。表 6-12 に、REQUESTを参照するためにサポートされている構
文を示します。

ポストされたページのポストされたページのポストされたページのポストされたページの REQUEST の有効範囲および値の有効範囲および値の有効範囲および値の有効範囲および値  ページをポストすると、受入れプロセ
スが起動されます。受入れプロセスは、計算、検証、プロセスおよびブランチで構成されて
います。リクエストの値は、受入れプロセスの各フェーズで使用可能です。Oracle HTML 
DB が別のページにブランチされると、REQUESTは NULL に設定されます。

REQUESTの値は、ユーザーがクリックするボタンの名前か、またはユーザーが選択するタ
ブの名前です。たとえば、名前が「CHANGE」、ラベルが「変更を適用」というボタンがあ
ると想定します。ユーザーがこのボタンをクリックすると、REQUESTの値が CHANGEにな
ります。

宣言条件を使用した宣言条件を使用した宣言条件を使用した宣言条件を使用した REQUEST の参照の参照の参照の参照  REQUESTは、通常、条件を使用して参照されます。
たとえば、ユーザーがレポート・ページ上の「実行実行実行実行」をクリックしたときにページ区切りを
リセットする必要がある場合があります。ページ区切りは、送信時ページ・プロセスを作成
してリセットできます。ページ・プロセスには、条件「リクエスト =式 1」を使用して条件
を付けることができます。

送信時ページ・プロセスを作成するには、次の手順を実行します。

1. 条件付き表示で、条件タイプ「リクエストリクエストリクエストリクエスト = 式式式式 1」を選択します。

2. 式 1 で「実行実行実行実行」を実行します。

表表表表 6-12 REQUEST 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

バインド変数 :REQUEST

直接 PL/SQL HTMLDB_APPLICATION.G_REQUEST

PL/SQL v('REQUEST')

置換文字列 &REQUEST

&REQUEST.（構文の完全一致）
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表示プロセスでの表示プロセスでの表示プロセスでの表示プロセスでの REQUEST の使用の使用の使用の使用  REQUESTは、f?p構文を使用してページに移動すると
きの表示プロセスにも使用できます。次に例を示します。

f?p=100:1:&SESSION.:GO

f?p構文の 4 つ目の引数が REQUESTです。この例では、カレント・セッションのアプリ
ケーション 100 のページ 1 に移動し、REQUESTの値が GO に設定されます。すべてのプロ
セスまたはリージョンでは、表示プロセスを使用して REQUESTの値を参照できます。

次に、PL/SQL を使用した同様の例を示します。

IF v ('REQUEST') = 'GO' THEN
   htp.p('hello');
END IF;

htp.p('hello')は、特定のテキスト文字列を出力するための PL/SQL Web ツールキッ
ト・パッケージへのコールであることに注意してください。

SYSDATE_YYYYMMDD
SYSDATE_YYYYMMDDは、データベース・サーバーの現在の日付に YYYYMMDD書式マスクを
適用して表示します。この値を、SYSDATE() ファンクションを繰り返しコールするかわりに
使用できます。次のリストに、SYSDATE_YYYYMMDDを参照するためにサポートされている
構文を示します。

� バインド変数 :

:SYSDATE_YYYYMMDD

� PL/SQL:

v('SYSDATE_YYYYMMDD')

� 直接 PL/SQL:

HTMLDB_APPLICATION.G_SYSDATE (DATEデータ型)

参照参照参照参照 :

� PL/SQL を使用した Web アプリケーションの開発については、
『Oracle Database アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』を参照し
てください。

� htp パッケージの詳細は、『PL/SQL パッケージ・プロシージャおよび
タイプ・リファレンス』を参照してください。
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DEBUG
DEBUGフラグの有効値は YES または NO です。デバッグを有効にすると、アプリケーショ
ン・プロセスの詳細が表示されます。カスタム・コードを記述する場合、デバッグ・モード
が YES に設定されている場合にのみデバッグ情報を生成することができます。表 6-14 に、
DEBUGを参照するためにサポートされている構文を示します。

次に、DEBUGの現行の値を保持する置換文字列の参照の例を示します。

f?p=100:1:&SESSION.::&DEBUG

APP_ID
APP_IDは、現在実行されているアプリケーションのアプリケーション ID を示します。表
6-15 に、APP_IDを参照するためにサポートされている構文を示します。

表表表表 6-13 SYSDATE_YYYYMMDD 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

バインド変数 :SYSDATE_YYYYMMDD

直接 PL/SQL HTMLDB_APPLICATION.G_SYSDATE（DATEデータ型）

PL/SQL v('SYSDATE_YYYYMMDD')

表表表表 6-14 DEBUG 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

バインド変数 :DEBUG

直接 PL/SQL HTMLDB_APPLICATION.G_DEBUG

PL/SQL v('DEBUG')

置換文字列 &DEBUG.

表表表表 6-15 APP_ID 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

バインド変数 :APP_ID

直接 PL/SQL HTMLDB_APPLICATION.G_FLOW_ID（数値）

PL/SQL nv('APP_ID')

置換文字列 &APP_ID.
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次に、置換文字列の参照の例を示します。

f?p=&APP_ID.:40:&SESSION.

APP_PAGE_ID
APP_PAGE_IDは、カレント・アプリケーション・ページ ID です。たとえば、アプリケー
ションが 3 ページ目に存在した場合、結果は 3 になります。この構文の使用は、複数のアプ
リケーションで汎用的に動作する必要があるアプリケーション・コンポーネントを記述する
場合に有効です。表 6-16 に、APP_PAGE_IDを参照するためにサポートされている構文を示
します。

次に、置換文字列の参照の例を示します。

f?p=&APP_ID.:&APP_PAGE_ID.:&SESSION.

APP SCHEMA OWNER
PL/SQL コードからアプリケーションへのコールを生成する場合、Oracle アプリケーショ
ン・スキーマの所有者を参照する必要がある場合があります。次に、直接 PL/SQL の参照用
の適切な構文を示します。

HTMLDB_APPLICATION.G_FLOW_SCHEMA_OWNER

SQLERRM
SQLERRMは、アプリケーション・リージョン・エラー・メッセージでのみ使用可能なテン
プレート置換です。次に、リージョン・テンプレート置換の参照用の適切な構文を示しま
す。

#SQLERRM#

表表表表 6-16 APP_PAGE_ID 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

バインド変数 :APP_PAGE_ID

直接 PL/SQL HTMLDB_APPLICATION.G_FLOW_STEP_ID（数値）

直接 PL/SQL :APP_PAGE_ID

PL/SQL nv('APP_PAGE_ID')

置換文字列 &APP_PAGE_ID.
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AUTHENTICATED_URL_PREFIX
このアプリケーション・レベルの属性は、有効な認証済接頭辞（ログインしている URL の
接頭辞）を示します。相対パスまたは httpで始まるフルパスを使用できます。このアイテ
ムは、アプリケーションが認証済（ログイン済）モードとパブリック（未ログイン）・モー
ドの両方で実行可能な場合に有効です。AUTHENTICATED_URL_PREFIXを使用すると、認
証済のページへのリンクを作成できます。このアイテムは、Basic データベース認証の使用
時に も有効です。これは、URL の変更に認証が必要になる場合があるためです。表 6-17
に、AUTHENTICATED_URL_PREFIXを参照するためにサポートされている構文を示します。

LOGOUT_URL
LOGOUT_URLはアプリケーション・レベルの属性であり、ログアウト URL の指定に使用さ
れます。これは、ユーザーをログアウト・ページに移動させるか、またはオプションで直接
ユーザーをログアウトさせる URL です。ログアウト・ナビゲーション・バー・アイコンを
作成するには、そのナビゲーション・バー・リンクに &LOGOUT_URLを使用します。ペー
ジ・テンプレートをコーディングしている場合、#LOGOUT_URL#を使用します。表 6-18 に、
LOGOUT_URLを参照するためにサポートされている構文を示します。

表表表表 6-17 AUTHENTICATED_URL_PREFIX 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

バインド変数 :AUTHENTICATED_URL_PREFIX

PL/SQL v('AUTHENTICATED_URL_PREFIX')

置換文字列 &AUTHENTICATED_URL_PREFIX.

表表表表 6-18 LOGOUT_URL 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

バインド変数 :LOGOUT_URL

PL/SQL V('LOGOUT_URL')

置換文字列 &LOGOUT_URL.

テンプレート置換 #LOGOUT_URL#
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PUBLIC_URL_PREFIX
PUBLIC_URL_PREFIXは、アプリケーション・レベルの属性であり、ログイン・モードを
パブリック表示に切り替える URL を指定します。表 6-19 に、PUBLIC_URL_PREFIXを参照
するためにサポートされている構文を示します。

CURRENT_PARENT_TAB_TEXT
CURRENT_PARENT_TAB_TEXTは、ページ・テンプレートで も有効です。ただし、この文
字列は、2 つのレベルのタブ（親タブと標準タブ）が使用されるアプリケーションでのみ使
用できます。この文字列は、親タブ・ラベルの参照に使用します。この置換文字列を使用す
ると、現在選択されている親タブを、ページ・テンプレート内で繰り返すことができます。
表 6-20 に、CURRENT_PARENT_TAB_TEXTを参照するためにサポートされている構文を示
します。

APP_ALIAS
APP_ALIASは、カレント・アプリケーションの英数字の名前です。APP_ALIASは、
APP_IDが 1 つのデータベースでホスティングされているすべての企業およびすべてのアプ
リケーションで一意である必要があるという点で、APP_IDと異なります。APP_ALIASは、
作業領域内で一意である必要があります。1 つの APP_ALIASを使用して 2 つの作業領域に
ABC というアプリケーションを作成することができます。APP_ALIASは、APP_IDを使用
できる場所であればほぼすべての場合に使用できます。たとえば、次の例に示すように、
f?p構文に APP_ALIASまたはアプリケーション ID を使用できます。

f?p=ABC:1:&SESSION.

この例では、アプリケーション ABC のページ 1 が、カレント・セッションを使用して実行
されます。

表表表表 6-19 PUBLIC_URL_PREFIX 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

バインド変数 :PUBLIC_URL_PREFIX

PL/SQL v('PUBLIC_URL_PREFIX')

置換文字列 &PUBLIC_URL_PREFIX.

テンプレート置換 #PUBLIC_URL_PREFIX#

表表表表 6-20 CURRENT_PARENT_TAB_TEXT 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

バインド変数 使用不可

置換文字列 &CURRENT_PARENT_TAB_TEXT.
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表 6-21 に、APP_ALIAS を参照するためにサポートされている構文を示します。

次に、HTML の例を示します。

Click me to go to page 1 <a href="f?p=&APP_ALIAS.:1:&SESSION."> of the current 
application</a>

APP_UNIQUE_PAGE_ID
APP_UNIQUE_PAGE_IDは、各ページ・ビューに固有な Oracle 順序から生成される整数で
す。この数値は、アプリケーションで重複したページの送信を防止するために使用され、そ
の他の用途にも使用できます。たとえば、ブラウザのキャッシュの問題を防止するために一
意の URL を作成する場合、この数値を、f プロシージャへのコール内のリクエスト列または
デバッグ列に埋め込むことができます。表 6-22 に、APP_UNIQUE_PAGE_IDを参照するた
めにサポートされている構文を示します。

次に、HTML の例を示します。

SELECT 'f?p=100:1:'||:APP_SESSION||':'||:APP_UNIQUE_PAGE_ID||
    ':::P1_EMPNO:'||empno,
   ename,
    job
FROM emp

リクエスト列に APP_UNIQUE_PAGE_IDが使用されていることに注意してください。これに
よって、この URL が一意になり、ブラウザによる過度のキャッシュの問題が防止される場
合があります。

表表表表 6-21 APP_ALIAS 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

バインド変数 :APP_ALIAS

PL/SQL v('APP_ALIAS')

置換文字列 &APP_ALIAS.

表表表表 6-22 APP_UNIQUE_PAGE_ID 構文構文構文構文

参照タイプ参照タイプ参照タイプ参照タイプ 構文構文構文構文

バインド変数 :APP_UNIQUE_PAGE_ID

PL/SQL v('APP_UNIQUE_PAGE_ID')

置換文字列 &APP_UNIQUE_PAGE_ID.
Application Builder の概要 6-35



置換文字列の使用
6-36 Oracle HTML DB ユーザーズ・ガイド



Application Builder の
7

Application Builder の使用の使用の使用の使用

この章では、Application Builder を使用する方法を説明します。Application Builder は、ア
プリケーションを構成するページを構築するためのツールです。

この章の内容は次のとおりです。

� ページの定義の理解

� アプリケーションの作成

� ウィザードを使用した新しいページの作成

� テンプレートでの操作

� アプリケーション属性の表示

� アプリケーション属性の編集

� ページ属性の表示

� ページ定義の編集

� ページの実行

参照参照参照参照 :

� 第 1 章「Oracle HTML DB の概要」を参照してください。

� 第 2 章「クイック・スタート」を参照してください。

� 第 6 章「Application Builder の概要」を参照してください。

� 第 8 章「アプリケーション・コンポーネントの構築」を参照してくだ
さい。
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ページの定義の理解ページの定義の理解ページの定義の理解ページの定義の理解
Oracle HTML DB では、Application Builder を使用して、動的にレンダリングされたアプリ
ケーションを構築します。アプリケーションは、タブ、ボタンまたはハイパー・テキスト・
リンクを使用して相互にリンクされた、データベース・ドリブンの Web ページのコレク
ションです。

ページは、アプリケーションの基本的なビルディング・ブロックです。各ページにはボタン
およびフィールド（アイテム）を配置でき、アプリケーション・ロジック（またはプロセ
ス）を含めることができます。ページでは、条件付きナビゲーションを使用したあるページ
から次のページへのブランチ、計算の実行、検証（編集確認など）の実行、およびレポー
ト、カレンダおよびチャートの表示を行うことができます。

この項の内容は次のとおりです。

� Application Builder へのアクセス

� ページ定義の表示

� ページ・レポートの表示

� 「開発者」ツールバーの使用

Application Builder へのアクセスへのアクセスへのアクセスへのアクセス
アプリケーションは、一般的なセッション・ステート定義および認証方式を共有するページ
のコレクションです。Application Builder は、アプリケーションを構成するページを構築す
るためのツールです。

Application Builder のホームページにアクセスするには、「開発」タブにナビゲートして
「Application Builder」をクリックします。Application Builder のホームページが表示され
ます。次の項では、Application Builder のホームページについて説明します。
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「選択可能なアプリケーション」リストの概要「選択可能なアプリケーション」リストの概要「選択可能なアプリケーション」リストの概要「選択可能なアプリケーション」リストの概要
「選択可能なアプリケーション」リスト（7-3 ページの図 7-1 を参照）を使用して、既存のア
プリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をクリックします。

図図図図 7-1「選択可能なアプリケーション」リスト「選択可能なアプリケーション」リスト「選択可能なアプリケーション」リスト「選択可能なアプリケーション」リスト

カレント・アプリケーション ID、 終更新日、アプリケーション認証スキーム、アプリ
ケーション別名、アプリケーション所有者および選択済テンプレートがリストの直下に表示
されます。次のアイコンをクリックして、既存のアプリケーションの実行、新しいアプリ
ケーションの作成、アプリケーション属性の編集または情報のエクスポートを行うことがで
きます。

� 実行実行実行実行 : カレント・アプリケーションのページを HTML DB エンジンに送信し、表示可能
な HTML にレンダリングします。

� アプリケーションを作成アプリケーションを作成アプリケーションを作成アプリケーションを作成 : アプリケーションの作成ウィザードを使用して、新しいアプ
リケーションを作成します。

� 属性を編集属性を編集属性を編集属性を編集 : 「アプリケーション属性を編集」ページを表示します。

� エクスポートエクスポートエクスポートエクスポート / インポートインポートインポートインポート : エクスポート / インポート・ウィザードにリンクします。

参照参照参照参照 :

� 7-57 ページの「ページの実行」を参照してください。

� 7-13 ページの「ウィザードを使用した新しいページの作成」を参照し
てください。

� 7-29 ページの「アプリケーション属性の編集」を参照してください。

� 10-3 ページの「アプリケーションのエクスポートおよびインポート」
を参照してください。
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「ページを編集」リストの概要「ページを編集」リストの概要「ページを編集」リストの概要「ページを編集」リストの概要
7-4 ページの図 7-2 に示すとおり、「ページ・リスト」はページの下部に表示されます。特定
のページにアクセスするには、「ページを編集」フィールドにページ ID を入力して「実行実行実行実行」
をクリックします。表示モードを変更するには、「リストリストリストリスト」または「詳細詳細詳細詳細」を選択します。

図図図図 7-2「ページ・リスト」「ページ・リスト」「ページ・リスト」「ページ・リスト」

「リスト」ビューには、ページ ID およびページ名のみが表示されます。ページを編集するに
は、そのページ名にドリルダウンします。「詳細」ビューには、アプリケーションを構成す
るすべてのページのレポートが表示されます。ソートするには、列ヘッダーをクリックしま
す。レポートには、ページの ID、名前およびすべてのコンポーネント数が表示されます。

アプリケーションのナビゲーション・ペインの概要アプリケーションのナビゲーション・ペインの概要アプリケーションのナビゲーション・ペインの概要アプリケーションのナビゲーション・ペインの概要
アプリケーションのナビゲーション・ペインは、ページの左側に表示されます。「ナビゲーナビゲーナビゲーナビゲー
トトトト」をクリックして、リストを展開または縮小します。

図図図図 7-3 アプリケーションのナビゲーション・ペインアプリケーションのナビゲーション・ペインアプリケーションのナビゲーション・ペインアプリケーションのナビゲーション・ペイン
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7-4 ページの図 7-3 に示すとおり、使用可能なリンクは次のとおりです。

� アプリケーション・リストアプリケーション・リストアプリケーション・リストアプリケーション・リスト : 作業領域の編集可能なすべてのアプリケーションが表示さ
れます。ページ上部の「リスト」または「詳細」を選択して、ビューを変更します。

「詳細」ビューのアプリケーションを編集するには、「編集」アイコンをクリックしま
す。「リスト」ビューのアプリケーションを編集するには、アプリケーション名を選択
します。

� ページのグリッド編集ページのグリッド編集ページのグリッド編集ページのグリッド編集 : 現在選択されているアプリケーションにある、すべてのページ
の編集可能な表を表示します。編集内容を適用するには、「変更を適用」をクリックし
ます。ページの作成ウィザードで新しいページを作成するには、「新規作成新規作成新規作成新規作成」をクリッ
クします。ページを編集するには、「編集」アイコンをクリックします。

� 履歴履歴履歴履歴 : 日ごとにユーザーによって集計されたアプリケーションの変更数が表示されます。

� レポートレポートレポートレポート : アプリケーションのサマリー・レポートへのリンクが表示されます。サマ
リー・レポートには、カスタマイズされたリージョン、コンポーネント数、カレント・
アプリケーションの関連ページの詳細などの有益なサマリー情報が表示されます。使用
率レポートには、各ページでのコンポーネントの使用方法に固有の情報が表示されま
す。

� アプリケーション・ユーティリティアプリケーション・ユーティリティアプリケーション・ユーティリティアプリケーション・ユーティリティ : 変換、カスケード・スタイルシート、イメージお
よびアプリケーションのエクスポートとインポートを管理できるクイック・アクセス・
ユーティリティを提供します。

ページ定義の表示ページ定義の表示ページ定義の表示ページ定義の表示
ページ定義にアクセスすると、ページを定義するコンポーネントを表示、作成および編集で
きます。

既存のページのページ定義を表示するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

選択したアプリケーションのページ・リストが、ページの下部に表示されます。

3. 次のいずれかの操作を実行して、特定のページを編集します。

� 「ページを編集」フィールドにページ ID を入力して、「実行実行実行実行」をクリックします。

� ページ名をクリックします。
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図図図図 7-4 ページ定義ページ定義ページ定義ページ定義

図 7-4 に示すとおり、ページ定義が表示されます。

表 7-1 に示すとおり、各ページ定義は 4 つのセクションに分かれています。

表表表表 7-1 ページ定義のページページ定義のページページ定義のページページ定義のページ

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

ナビゲーション・ペイン 別のページへのリンク、カレント・ページの実行、アイテム・ヘ
ルプの編集およびナビゲーション・リンクとページ・レポートの
表示を行うことができます。

参照参照参照参照 : 詳細は、7-7 ページの「ページ・ナビゲーション・ペインの

使用」を参照してください。

ページ・レンダリング ページ、リージョン、ボタン、アイテム、ページ・レンダリング
の計算およびページ・レベルのプロセスのすべての属性を定義し
ます。

参照参照参照参照 : 詳細は、7-37 ページの「ページ属性の表示」および 7-39
ページの「「ページ・レンダリング」のコンポーネントの管理」を
参照してください。

ページ・プロセス 計算、検証、プロセス、ブランチ処理などのページ・レベルのア
プリケーション・ロジックを指定します。

参照参照参照参照 : 詳細は、7-50 ページの「「ページ・プロセス」のコンポーネ

ント」を参照してください。
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ページ・ナビゲーション・ペインの使用ページ・ナビゲーション・ペインの使用ページ・ナビゲーション・ペインの使用ページ・ナビゲーション・ペインの使用
ページ・ナビゲーション・ペインは、ページの左側に表示されます。使用可能なオプション
は次のとおりです。

� ページページページページ : このフィールドを使用して別のページにリンクします。ページに直接アクセス
するには、ページ ID を入力して「実行実行実行実行」をクリックします。前後のページ ID にアクセ
スするには、矢印ボタンをクリックします。

� ページを実行ページを実行ページを実行ページを実行 : カレント・アプリケーションのページを HTML DB エンジンに送信しま
す。HTML DB エンジンは、ページを表示可能な HTML にレンダリングします。

� アイテム・ヘルプを編集アイテム・ヘルプを編集アイテム・ヘルプを編集アイテム・ヘルプを編集 : カレント・ページのすべてのアイテムに関連付けられたヘル
プ・テキストを編集できます。アイテム・ヘルプ・テキストは、アプリケーション・
ユーザー用の状況依存ヘルプです。

� ナビゲートナビゲートナビゲートナビゲート : リスト、LOV、メニュー、セキュリティ、タブおよびテンプレートを作成
するウィザードにすばやくアクセスするための展開可能なリストです。「ナビゲートナビゲートナビゲートナビゲート」
をクリックして、リストを展開または縮小します。

� ページ・レポートページ・レポートページ・レポートページ・レポート : ページ・レポートにアクセスするための展開可能なリストです。
「ページ・レポートページ・レポートページ・レポートページ・レポート」をクリックして、リストを展開または縮小します。

ページ・レポートの表示ページ・レポートの表示ページ・レポートの表示ページ・レポートの表示
すべてのページ定義で、左側のナビゲーション・ペインに「ページ・レポート」リストが表
示されます。各レポートは、ページを定義するコンポーネントの異なる外観を提供します。

ページ・レポートのリンクにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

共有コンポーネント 複数のページ間で共有できるアプリケーション・コンポーネント
を表示します。

参照参照参照参照 : 8-2 ページの「タブ・セットの作成」、8-5 ページの「ナビ

ゲーション・バーの作成」、8-7 ページの「メニューの作成」、8-12
ページの「リストの作成」および 7-18 ページの「テンプレートの

編集」を参照してください。

参照参照参照参照 :

� アイテム・ヘルプを作成する方法の詳細は、8-43 ページの「ヘルプ・
ページの作成」を参照してください。

� ページ・レポートの詳細は、8-29 ページの「レポートの作成」を参照
してください。

表表表表 7-1 ページ定義のページページ定義のページページ定義のページページ定義のページ（続き）（続き）（続き）（続き）

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
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2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

選択したアプリケーションのページ・リストが、ページの下部に表示されます。

3. 次のいずれかの操作を実行して、特定のページ定義にアクセスします。

� 「ページを編集」フィールドにページ ID を入力して、「実行実行実行実行」をクリックします。

� ページ名をクリックします。

4. 左側のナビゲーション・ペインの「ページ・レポートページ・レポートページ・レポートページ・レポート」をクリックして、リストを展開
します。

5. 該当するページ・レポートのリンクをクリックします。

次の項では、使用可能なページ・レポートについて説明します。

すべての条件すべての条件すべての条件すべての条件
「すべての条件すべての条件すべての条件すべての条件」をクリックすると、「条件」レポートが表示されます。このレポートには、
リージョン、ボタン、アイテム、計算、検証、プロセスおよびブランチについて、カレン
ト・ページに現在定義されているすべての条件が示されています。

条件とは、リージョン、アイテム、ボタンおよびタブの表示と、プロセス、計算および検証
の実行を制御する論理単位です。条件をコンポーネントに適用すると、条件が評価されま
す。条件が合格するかどうかによって、コンポーネントが表示されるかどうか、またはロ
ジック・コントロール（プロセス、計算、検証）が実行されるかどうかが決まります。

イベント・ビューイベント・ビューイベント・ビューイベント・ビュー
「イベント・ビューイベント・ビューイベント・ビューイベント・ビュー」をクリックすると、「ページ・イベント・ビュー」レポートが表示され
ます。このレポートには、現在定義されているすべてのページ・コンポーネントおよびペー
ジ・プロセスの詳細が記載されています。HTML DB エンジンによるページのレンダリン
グ、ロジックの起動およびプロセスの実行方法および実行順序を示す時系列のビューが表示
されます。左側のナビゲーション・ペインのグラフィカルな凡例によって、コンポーネント
のタイプが指定されます。次の 2 つのビュー・オプションを選択できます。

� すべてを表示すべてを表示すべてを表示すべてを表示 : 現在定義されていないものも含め、すべての使用可能なページ・コン
ポーネントおよびページ・プロセスを表示します。

� 使用済を表示使用済を表示使用済を表示使用済を表示 : 現在使用しているページ・コンポーネントおよびページ・プロセスを表
示します（デフォルト）。

特定のページ・コンポーネントまたはページ・プロセスの詳細を表示するには、該当するハ
イパー・テキスト・リンクをクリックします。

参照参照参照参照 : 6-9 ページの「条件付きのレンダリングおよびプロセスの理解」を
参照してください。
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カレント・ページを実行するには、「実行実行実行実行」をクリックします。新しいページを作成するに
は、「作成作成作成作成」をクリックします。

履歴履歴履歴履歴
「履歴」には、「 近の変更」レポートが表示されます。「 近の変更」には、カレント・
ページの 近の編集が、開発者、アプリケーション、ページ ID、更新日、属性およびアク
ションとともに表示されます。「履歴」には、ページの編集履歴が、ページ ID、ページ名、
開発者および編集日とともに表示されます。

ページの詳細ページの詳細ページの詳細ページの詳細
「ページの詳細」には、現在定義されているすべてのページ・コンポーネントおよびページ・
プロセスを記述する詳細レポートが表示されます。ページ上部にある次のオプションを選択
すると、情報を表示または非表示にできます。

� すべてすべてすべてすべて : デフォルトで有効になっています。定義されたリージョン、アイテム、ボタン、
プロセス、検証、ブランチ、計算などのカレント・ページの詳細を表示します。

� リージョン、アイテムおよびボタンリージョン、アイテムおよびボタンリージョン、アイテムおよびボタンリージョン、アイテムおよびボタン : ページの各リージョンで定義されたすべてのアイ
テムおよびボタンの詳細を表示します。

� プロセスプロセスプロセスプロセス : ソース・コードなどの定義されたプロセスの詳細を表示します。

� 検証検証検証検証 : カレント・ページで実行される定義済の検証を表示します。

� ブランチブランチブランチブランチ : カレント・ページで実行されるブランチ処理の詳細を表示します。

� 計算計算計算計算 : ページ・レベルまたはアプリケーション・レベルで定義されたカレント・ページ
の計算の詳細を表示します。

関連ページ関連ページ関連ページ関連ページ
「関連ページ」には、「関連ページおよびコンポーネントのレポート」が表示されます。この
レポートには、メニュー、ブランチ、タブ、ナビゲーション・バー・アイコンおよびリス
ト・エントリを含む、カレント・ページを指すすべてのコンポーネントが表示されます。コ
ンポーネントを編集するには、コンポーネント名をクリックします。

すべてのページのサマリーすべてのページのサマリーすべてのページのサマリーすべてのページのサマリー
「すべてのページのサマリー」には、「ページ・コンポーネント・カウント」レポートが表示
されます。このレポートには、ページごとに定義されたすべてのコンポーネントが表示され
ます。
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ページの定義の理解
ツリー・ビューツリー・ビューツリー・ビューツリー・ビュー
「ツリー・ビューツリー・ビューツリー・ビューツリー・ビュー」をクリックすると、「ページ・ツリー」レポートが表示されます。この
ページを使用すると、次の階層でページ属性を表示および編集できます。

. ページ

. . . リージョン

. . . . . アイテム

. . . . . ボタン

. . . プロセス

. . . 計算

. . . 検証

. . . ブランチ

属性を編集するには、その属性を選択します。

「開発者」ツールバーの使用「開発者」ツールバーの使用「開発者」ツールバーの使用「開発者」ツールバーの使用
開発者権限で Oracle HTML DB にログインすると、「開発者」ツールバーにアクセスできま
す。「開発者」ツールバーを使用すると、現在選択されているページの編集、新しいページ、
コントロールまたはコンポーネントの作成、セッション・ステートの表示または編集リンク
のオン / オフを簡単に切り替えられます。

図 7-5 に示すとおり、実行中のアプリケーションのすべてのページの下部に「開発者」ツー
ルバーが表示されます。このツールバーを使用すると、現在選択されているページの編集、
新しいページ、コントロールまたはコンポーネントの作成、セッション・ステートの表示ま
たは編集リンクのオン / オフを簡単に切り替えられます。

図図図図 7-5「開発者」ツールバー「開発者」ツールバー「開発者」ツールバー「開発者」ツールバー
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アプリケーションの作成
「開発者」ツールバーは、次のリンクで構成されています。

� アプリケーションを編集アプリケーションを編集アプリケーションを編集アプリケーションを編集 : Application Builder のホームページにリンクします（7-5 ペー
ジの「ページ定義の表示」を参照）。

� ページを編集ページを編集ページを編集ページを編集 : 現在実行されているページのページ定義にアクセスします（7-52 ページ
の「ページ属性の編集」を参照）。

� 新規新規新規新規 : 新しい空白ページ、コンポーネント（レポート、チャートまたはフォーム）、ペー
ジ・コントロール（リージョン、ボタンまたはアイテム）または共有コンポーネント

（メニュー、リストまたはタブ）を作成できるウィザードにリンクします。

� セッションセッションセッションセッション : カレント・ページのセッション・ステート情報にリンクします（6-14 ペー
ジの「セッション・ステートの表示」を参照）。

� デバッグデバッグデバッグデバッグ : デバッグ・モードでカレント・ページを実行します（9-2 ページの「デバッ
グ・モードへのアクセス」を参照）。

� 編集リンクを表示編集リンクを表示編集リンクを表示編集リンクを表示 : 「編集リンクを表示」と「編集リンクを非表示」を切り替えます。
「編集リンクを表示編集リンクを表示編集リンクを表示編集リンクを表示」をクリックすると、（4 つのグレーのドットに見える）編集リンク
がページ・コンポーネントまたはコントロールの右側に表示されます。編集リンクをク
リックすると、選択したコンポーネントまたはコントロールを編集できます。

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
Oracle HTML DB で新しいアプリケーションを作成するには、アプリケーションの作成ウィ
ザードを使用します。アプリケーションの削除は、Application Builder のホームページから
行います。

この項の内容は次のとおりです。

� 新しいアプリケーションの作成

� アプリケーションの削除

新しいアプリケーションの作成新しいアプリケーションの作成新しいアプリケーションの作成新しいアプリケーションの作成
アプリケーションの作成ウィザードを使用すると、9 ページ以下の新しいアプリケーション
を作成できます。

アプリケーションの作成ウィザードでアプリケーションを作成するには、次の手順を実行し
ます。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

Application Builder が表示されます。

参照参照参照参照 : アプリケーション属性の詳細は、7-28 ページの「アプリケーショ
ン属性の表示」および 7-29 ページの「アプリケーション属性の編集」を参
照してください。
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アプリケーションの作成
2. 「アプリケーションを作成アプリケーションを作成アプリケーションを作成アプリケーションを作成」アイコンをクリックします。

3. アプリケーションの作成方法を次のいずれかの選択項目から選択します。

� 初から初から初から初から : タブを定義し、ユーザー・インタフェース（UI）とその他のオプション
を選択することができます。

� 既存のアプリケーションに基づく既存のアプリケーションに基づく既存のアプリケーションに基づく既存のアプリケーションに基づく : 別のアプリケーションからコピーを作成します。
コピーには認証設定が含まれますが、ページは除外されます。このオプションは、
コピーするアプリケーションと同じユーザー・インタフェース・テンプレートを使
用してアプリケーションを作成する場合に選択します。

� 既存の表に基づく既存の表に基づく既存の表に基づく既存の表に基づく : 指定した既存の表に基づいて、完全なアプリケーションを作成
します。これにはメニュー、軌跡メニュー、レポート・ページ、フォーム・ページ
およびチャート・ページが含まれます。このオプションは、レポートの作成元とな
る単一表が存在し、その表で行の挿入、更新および削除を行う場合に選択します。

4. 画面に表示される手順に従います。

アプリケーションの削除アプリケーションの削除アプリケーションの削除アプリケーションの削除
アプリケーションの削除は、Application Builder のホームページから行うことができます。
または、アプリケーション属性の編集中にも削除できます。アプリケーションを削除する
と、テンプレート、プロセス、ボタン、ページを含むすべての定義属性も削除されます。

Application Builder のホームページからアプリケーションを削除するには、次の手順を実行
します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

選択したアプリケーションのページ・リストが、ページの下部に表示されます。

3. 「タスク」リストから「このアプリケーションを削除このアプリケーションを削除このアプリケーションを削除このアプリケーションを削除」を選択します。

4. 画面に表示される手順に従います。

アプリケーション属性の編集中にアプリケーションを削除するには、次の手順を実行しま
す。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

選択したアプリケーションのページ・リストが、ページの下部に表示されます。

3. 「属性を編集属性を編集属性を編集属性を編集」アイコンを選択します。

「アプリケーション属性を編集」ページが表示されます。
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ウィザードを使用した新しいページの作成
4. アプリケーション ID を確認します。

5. カレント・アプリケーションを削除するには、「削除削除削除削除」をクリックします。

ウィザードを使用した新しいページの作成ウィザードを使用した新しいページの作成ウィザードを使用した新しいページの作成ウィザードを使用した新しいページの作成
アプリケーションに新しいページを作成するには、「ページ定義」ページで「作成作成作成作成」をク
リックするか、「開発者」ツールバーで「新規新規新規新規」リンクを選択するか、またはページ・ウィ
ザードを使用します。

この項の内容は次のとおりです。

� SVG チャートのサポート

� ページ定義の表示中のページ作成

� 「開発者」ツールバーからのページの作成

� ウィザードを使用したページの作成

� ページの削除

SVG チャートのサポートチャートのサポートチャートのサポートチャートのサポート
Oracle HTML DB は、次の 2 種類のグラフィカル・チャートをサポートしています。

� HTML

� SVG

SVG（Scalable Vector Graphics）は、World Wide Web Consortium（W3C）が策定した
XML ベースの Web グラフィックス用言語です。SVG チャートは埋込みタグで定義されま
す。

SVG チャートがアプリケーションに適切なチャート・タイプかどうかを判断する際は、次の
点に注意してください。

� 一部の Web ブラウザは、SVG チャートをサポートしていません。

� SVG チャートをサポートする Web ブラウザでは、ほとんどの場合、SVG プラグインを
ダウンロードする必要があります。

Oracle HTML DB では、ウィザードを使用してチャートを定義します。ウィザードでは、次
の構文を使用して、SQL 問合せを定義します。

SELECT LINK, LABEL, VALUE
FROM   ...

LINKは URL、LABELはバーに表示されるテキスト、VALUEはバー・サイズを定義する数
値列です。
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ウィザードを使用した新しいページの作成
次に例を示します。

SELECT null, ename, sal
FROM   scott.emp
WHERE  deptno = :P101_DEPTNO

ページ定義の表示中のページ作成ページ定義の表示中のページ作成ページ定義の表示中のページ作成ページ定義の表示中のページ作成
ページ定義の表示中に新しいページを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

選択したアプリケーションのページ・リストが、ページの下部に表示されます。

3. 次のいずれかの操作を実行して、特定のページにナビゲートします。

� 「ページを編集」フィールドにページ ID を入力して、「実行実行実行実行」をクリックします。

� ページ名をクリックします。

4. 「ページ・レンダリング」の「ページ」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

5. 画面に表示される手順に従います。

「開発者」ツールバーからのページの作成「開発者」ツールバーからのページの作成「開発者」ツールバーからのページの作成「開発者」ツールバーからのページの作成
開発者権限で Oracle HTML DB にログインすると、「開発者」ツールバーにアクセスできま
す。「開発者」ツールバーは各ページの下部に表示され、これを使用すると新しいページを
すばやく作成できます。

「開発者」ツールバーから新しいページを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「開発者」ツールバーで「新規新規新規新規」を選択します。

新しいコンポーネントの作成ウィザードが表示されます。

2. 「ページページページページ」を選択し、画面に表示される手順に従います。

参照参照参照参照 : ページ属性を編集する方法の詳細は、7-38 ページの「ページ定義
の編集」を参照してください。

参照参照参照参照 : 7-10 ページの「「開発者」ツールバーの使用」を参照してくださ
い。
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ウィザードを使用した新しいページの作成
ウィザードを使用したページの作成ウィザードを使用したページの作成ウィザードを使用したページの作成ウィザードを使用したページの作成
Oracle HTML DB には、次のタイプのページ作成用ウィザードが含まれています。

� 既存のページに個別のコントロール（リージョン、アイテム、検証など）を追加する
ウィザード

� 既存のページにコンポーネント全体（レポート、チャートなど）を追加するウィザード

� コンポーネントを含む 1 つ以上の新しいページを作成するウィザード

ページ・ウィザードを使用して新しいページを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

選択したアプリケーションのページ・リストが、ページの下部に表示されます。

3. 「ウィザードウィザードウィザードウィザード」タブを選択します。

ページの作成ウィザード・ページが表示されます。

4. 作成するページのタイプを選択します。

5. 画面に表示される手順に従います。

ページの削除ページの削除ページの削除ページの削除
ページ属性の編集中に、ページを削除できます。

ページを削除するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

選択したアプリケーションのページ・リストが、ページの下部に表示されます。

3. 次のいずれかの操作を実行して、特定のページにナビゲートします。

� 「ページを編集」フィールドにページ ID を入力して、「実行実行実行実行」をクリックします。

� ページ名をクリックします。

4. 「ページ」で「編集編集編集編集」をクリックします。

5. 「プライマリ・ページ属性」で、ページおよびアプリケーション ID を確認します。

6. ページを削除するには、ページ上部の「削除削除削除削除」をクリックします。

参照参照参照参照 : ページ属性を編集する方法の詳細は、7-38 ページの「ページ定義
の編集」を参照してください。
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テンプレートでの操作
7. 画面に表示される手順に従います。

テンプレートでの操作テンプレートでの操作テンプレートでの操作テンプレートでの操作
テンプレートは、アプリケーション内のページのルック・アンド・フィールを制御します。
Oracle HTML DB には、様々なテーマを持つ多くのテンプレートが含まれています。

この項の内容は次のとおりです。

� 既存のテンプレートの表示

� カスタム・テンプレートの作成

� テンプレートの編集

既存のテンプレートの表示既存のテンプレートの表示既存のテンプレートの表示既存のテンプレートの表示
テンプレートの表示および編集は、「テンプレート」ページで行います。

「テンプレート」タブからテンプレートを表示するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「テンプレートテンプレートテンプレートテンプレート」タブを選択します。

「テンプレート」ページが表示されます。

3. 既存のテンプレートを表示するには、テンプレート名をクリックします。

ページ定義の「共有コンポーネント」セクションから「テンプレート」ページにアクセスす
ることもできます。

参照参照参照参照 : ページ属性を編集する方法の詳細は、7-38 ページの「ページ定義
の編集」を参照してください。

参照参照参照参照 :

� 6-5 ページの「Application Builder でテンプレートを使用する方法」
を参照してください。

� 7-34 ページの「ユーザー・インタフェース・テンプレート」を参照し
てください。

� 7-35 ページの「テンプレートのデフォルト値」を参照してください。

参照参照参照参照 : 7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照してください。
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テンプレートでの操作
カスケード・スタイルシートカスケード・スタイルシートカスケード・スタイルシートカスケード・スタイルシート
カスケード・スタイルシート（CSS）は、構造を変更せずに Web ページのスタイルを制御す
る方法を提供します。CSS を適切に使用すると、カラー、余白、フォントなどの視覚属性が
HTML ドキュメントの構造から切り離されます。

Oracle HTML DB には、独自の CSS を参照する組込み UI テーマを持つページ・テンプレー
トが含まれています。特定のテーマを持つ各 CSS で定義されたスタイル・ルールによって、
レポートおよびリージョンの外観も決まります。テンプレートを Oracle HTML DB のギャラ
リからコピーする場合は、現在使用している UI テーマに一致するテンプレートを選択する
ようにしてください。

カスタム・テンプレートの作成カスタム・テンプレートの作成カスタム・テンプレートの作成カスタム・テンプレートの作成
カスタム・テンプレートを作成するには、まず既存のテンプレートを変更する方法が も簡
単です。作成した 1 つ以上のデフォルト・テンプレートは、必要に応じて変更できます。

「テンプレート」ページは UI テーマごとにグループ化されています。

カスタム・テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「テンプレートテンプレートテンプレートテンプレート」タブを選択します。

3. 「テンプレート」ページの上部で「作成作成作成作成」をクリックします。

4. 作成するテンプレートのタイプを選択します。

5. 次のいずれかの作成方法を選択します。

� デフォルト・テンプレートで開始デフォルト・テンプレートで開始デフォルト・テンプレートで開始デフォルト・テンプレートで開始

� 初から初から初から初から

� 既存のテンプレートのコピーとして既存のテンプレートのコピーとして既存のテンプレートのコピーとして既存のテンプレートのコピーとして

6. 画面に表示される手順に従います。

適切なテンプレート・タイプまでスクロールして「作成作成作成作成 / コピーコピーコピーコピー」をクリックし、既存のテ
ンプレートをコピーすることもできます。
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テンプレートでの操作
テンプレートの編集テンプレートの編集テンプレートの編集テンプレートの編集
作成したカスタム・テンプレートは、「編集」アイコンをクリックしてすぐに編集できます。

既存のテンプレートを編集するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「テンプレートテンプレートテンプレートテンプレート」タブを選択します。

3. 編集するテンプレートを検索して、「編集」アイコンをクリックします。

4. 画面に表示される手順に従います。

テンプレートを編集する際、「ページに戻るページに戻るページに戻るページに戻る」をチェックすると、1 つのウィンドウで変更を
行い、別のウィンドウでアプリケーションを実行することができます。このチェック・ボッ
クスをチェックすると、「変更を適用変更を適用変更を適用変更を適用」をクリックした後も編集中のページがカレントのま
ま保持されます。

この項の内容は次のとおりです。

� ページ・テンプレートの編集

� リージョン・テンプレートの編集

� レポート・テンプレートの編集

� リスト・テンプレートの編集

� ラベル・テンプレートの編集

� メニュー・テンプレートの編集

� ボタン・テンプレートの編集

� ポップアップ LOV テンプレートの編集

ページ・テンプレートの編集ページ・テンプレートの編集ページ・テンプレートの編集ページ・テンプレートの編集
テンプレートは、ページの外観を定義します。各テンプレートは、ヘッダー・テンプレー
ト、ボディ・テンプレート、フッター・テンプレートおよび多くのサブテンプレートの定義
で構成されます。ページ・レベル属性としてページ・テンプレートを指定しない場合、
HTML DB エンジンは、「アプリケーション属性を編集」ページで定義したデフォルトの
ページ・テンプレートを使用します。

ページ・テンプレートは、静的 HTML と実行時に置換される置換文字列を組み合せたもの
です。置換文字列を使用して、ページ・テンプレート内のコンポーネントの存在と配置を指
定します。さらに、サブテンプレートを使用して、コンポーネントの表示方法を指定できま
す。
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表 7-2 に、使用可能なページ・テンプレートの置換文字列を示します。テンプレートのすべ
ての置換文字列は、大文字で指定し、シャープ記号（#）で囲む必要があることに注意して
ください。

表表表表 7-2 ページ・テンプレートの置換文字列ページ・テンプレートの置換文字列ページ・テンプレートの置換文字列ページ・テンプレートの置換文字列

置換文字列置換文字列置換文字列置換文字列 説明説明説明説明

#ONLOAD# ページ・テンプレートのヘッダーおよびフッターで使用で
きます。HTML の <body> タグ内に含める必要があります。

次に例を示します。

<body #ONLOAD#>

JavaScript コールでこの文字列を置換文字列として使用する

と、Web ブラウザでページがロードされたときにそのコー

ルが実行されます。コールする JavaScript は、ページごとに

変更できます。

#TITLE# ページ・タイトルを定義します。通常、HTML の title タグ

内に含まれます。

#NAVIGATION_BAR# ナビゲーション・バー・アイコンの存在を定義します。ナ
ビゲーション・バーは、この置換文字列を含むテンプレー
トを使用したアプリケーション内の各ページに表示されま
す。「ナビゲーション・バー」サブテンプレートを使用する
と、この置換文字列を拡張できます。

#FORM_OPEN# HTML のフォームの開始タグ <form>を配置する位置を指

定します。フォームを送信するには、この置換文字列を含
める必要があります。

ユーザー独自のフォームをオープン状態にコーディングす
る必要はありません。この操作は HTML DB エンジンが行

います。

#NOTIFICATION_MESSAGE# 開発者がユーザーにメッセージを送信できます。インライ
ン・エラー・メッセージのサマリーが表示される位置を定
義します。インライン・エラー・メッセージは、フィール
ドの横または通知領域にインライン（あるいはその両方）
で表示できます。

#SUCCESS_MESSAGE# 成功メッセージおよびエラー・メッセージを表示するペー
ジ内の位置を定義します。エラーなしでページ・プロセス
が実行されると、このテキストが表示されます。

成功メッセージの前後に HTML を追加すると、各テンプ

レートの成功メッセージの表示をカスタマイズできます。

#BOX_BODY# ボディを表示する位置を指定します。ボディが NULL の場

合、かわりに #BOX_BODY#が使用されます。
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#TAB_CELLS# 標準タブの表示を指定します。

参照参照参照参照 : 標準タブ属性を定義する方法の詳細は、7-22 ページの

「標準タブ属性」を参照してください。

#PARENT_TAB_CELLS# 親タブの表示を指定します。親タブには標準タブが必要で
す。アプリケーションに 1 つのレベルのタブのみが含まれて

いる場合は、この置換文字列は不要です。

参照参照参照参照 : 親タブ属性の定義の詳細は、7-22 ページの「標準タブ

属性」を参照してください。

#NAVIGATION_BAR# ナビゲーション・バー・アイコンの表示を指定します。
HTML 表または行を開く必要はありません。ナビゲーショ

ン・バーは、「ヘルプ」アイコンや「ログアウト」アイコン
などのメタ・ナビゲーションで使用するアイコンの表示に
使用します。「ナビゲーション・バー」サブテンプレートを
使用すると、#NAVIGATION_BAR#を拡張できます。

参照参照参照参照 : 「ナビゲーション・バー」サブテンプレートの詳細

は、7-21 ページの「サブテンプレートの定義」を参照して

ください。

#FORM_CLOSE# #FORM_OPEN#を含める場合は、ヘッダー、ボディまたは

フッターのテンプレートに #FORM_OPEN#を含める必要が

あります。#FORM_OPEN#は #BOX_BODY#の前、

#FORM_CLOSE#は #BOX_BODY#置換文字列の後に指定する

必要があります。

#REGION_POSITION_NN# ページ内のリージョンの正確な位置を指定します。リー
ジョンが指定されていない場合は、たとえば
#REGION_POSITION_01#があるとすると、この

#REGION_POSITION_01#は置換されません。

#GLOBAL_NOTIFICATION# グローバル通知属性を表示します。グローバル通知は、シ
ステム・ステータス（保留中のシステム停止時間など）と
の通信に使用します。
HTMLDB_APPLICATION.G_GLOBAL_NOTIFICATIONを使用

すると、この値をプログラムによって設定できます。

参照参照参照参照 : グローバル通知属性の詳細は、7-36 ページの「グロー

バル通知」を参照してください。

#HEAD# <head>開始タグと </head>閉じタグの間に使用します。

オプションで、各ページの #HEAD#のコンテンツを定義で

きます（たとえば、追加したスタイルシートまたは
JavaScript ライブラリを参照するように定義できます）。

表表表表 7-2 ページ・テンプレートの置換文字列ページ・テンプレートの置換文字列ページ・テンプレートの置換文字列ページ・テンプレートの置換文字列（続き）（続き）（続き）（続き）

置換文字列置換文字列置換文字列置換文字列 説明説明説明説明
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次の項では、「ページ・テンプレートを編集」ページ固有のセクションについて説明します。

テンプレートの識別情報テンプレートの識別情報テンプレートの識別情報テンプレートの識別情報  「アプリケーション ID」は、このテンプレートが対応しているアプ
リケーションを示します。「名前」は、アプリケーション開発者がテンプレートを識別する
ために使用するテンプレート名を示します。

テンプレート・サブスクリプションテンプレート・サブスクリプションテンプレート・サブスクリプションテンプレート・サブスクリプション  既存のテンプレートをカレント・アプリケーションに
適用できます。既存のテンプレートを選択すると、ユーザーはそのテンプレートのサブスク
ライバになります。

マスター・テンプレートの新しいコピーをロードするには、「リフレッシュリフレッシュリフレッシュリフレッシュ」をクリックし
てください。

ヘッダー、ボディおよびフッターの定義ヘッダー、ボディおよびフッターの定義ヘッダー、ボディおよびフッターの定義ヘッダー、ボディおよびフッターの定義  各テンプレートは、ヘッダー、ボディ、フッター
およびサブテンプレートの定義で構成されます。置換文字列を使用して、ページ・テンプ
レートでのコンポーネントの存在を指定します。テンプレートのすべての置換文字列は、大
文字で指定し、シャープ記号（#）で囲む必要があります。一覧表示した置換文字列を含め
ることができます。

「ヘッダーヘッダーヘッダーヘッダー」は、ページ・テンプレートの 初のセクションです。リージョンの表示、また
は「ヘッダーの後」の処理や計算は、テンプレートのこのセクションがレンダリングされた
直後に行われます。

「ボディボディボディボディ」はページ・テンプレートの 2 番目のセクションで、ヘッダーとフッターの間にレ
ンダリングされます。#BOX_BODY#置換文字列を含める必要があります。

「フッターフッターフッターフッター」は 3 番目のセクションです。

サブテンプレートの定義サブテンプレートの定義サブテンプレートの定義サブテンプレートの定義  サブテンプレートの定義を使用すると、コンポーネントの表示方
法を指定できます。選択可能なサブテンプレートの定義は次のとおりです。

� 成功メッセージ成功メッセージ成功メッセージ成功メッセージ : #SUCCESS_MESSAGE#置換文字列を拡張します。プログラムによっ
て、またはプロセスの属性として、成功メッセージを定義できます。成功メッセージが
存在し、ページ・テンプレートが #SUCCESS_MESSAGE#置換文字列を含んでいる場合
は、このサブテンプレートを使用して、メッセージをレンダリングします。

� ナビゲーション・バーナビゲーション・バーナビゲーション・バーナビゲーション・バー : ナビゲーション・バー・アイコンの表示を制御します。
#NAVIGATION_BAR#置換文字列が、ページ・テンプレートで識別された場合にのみ、
このサブテンプレートが関連します。#BAR_BODY#置換文字列を使用して、各ナビゲー
ション・バー・アイコンが表示される位置を指定してください。

参照参照参照参照 :

� 6-23 ページの「置換文字列の使用」を参照してください。

� 7-13 ページの「ウィザードを使用した新しいページの作成」を参照し
てください。
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� 通知通知通知通知 : 検証エラーの発生をユーザーに通知します。このサブテンプレートは、
#NOTIFICATION_MESSAGE#置換文字列を拡張します。#NOTIFICATION_MESSAGE#
置換文字列がページ・テンプレートに含まれていないと、通知メッセージが表示されま
せん。

標準タブ属性標準タブ属性標準タブ属性標準タブ属性  アプリケーションに標準タブが含まれている場合は、この属性を移入する必
要があります。#TAB_CELLS#置換文字列を使用して、ページ・テンプレートのヘッダー、
ボディまたはフッターに標準タブを配置できます。ページ・テンプレートの「ヘッダー」、

「ボディ」、「フッター」は、HTML 表および行を定義します。このサブテンプレートは、特
定のセルを定義することによって、これらのタブの表示方法を定義します。選択可能な属性
は次のとおりです。

� カレント・タブカレント・タブカレント・タブカレント・タブ : 選択した（カレントの）標準タブに使用するサブテンプレートを定義
します。タブがカレントかどうかは、標準タブ属性およびページ表示で判断します。
#TAB_TEXT#を使用して、テンプレート内のタブ・ラベルおよびリンクの位置を指定し
てください。

� 非カレント標準タブ非カレント標準タブ非カレント標準タブ非カレント標準タブ : カレントではない標準タブに使用するサブテンプレートを定義し
ます。#TAB_TEXT#を使用して、テンプレート内のタブ・ラベルおよびリンクの位置を
指定してください。

親タブ属性親タブ属性親タブ属性親タブ属性  アプリケーションに 2 つのレベルのタブが含まれている場合は、この属性を移
入する必要があります。#PARENT_TAB_CELLS#置換文字列を使用して、ページ・テンプ
レートのヘッダー、ボディまたはフッターに親タブを配置できます。親タブは、標準タブと
組み合せた場合にのみ表示されます。選択可能な属性は次のとおりです。

� カレント親タブカレント親タブカレント親タブカレント親タブ : 選択した（カレントの）親タブに使用するサブテンプレートを定義し
ます。タブがカレントかどうかは、表示されるページと、ページで使用している標準タ
ブ・セットで判断します。#TAB_TEXT#を使用して、テンプレート内のタブ・ラベルお
よびリンクの位置を指定してください。

� 非カレント親タブ非カレント親タブ非カレント親タブ非カレント親タブ : カレントではない親タブに使用するサブテンプレートを定義します。
#TAB_TEXT#を使用して、テンプレート内のタブ・ラベルおよびリンクの位置を指定し
てください。

イメージ・ベースのタブ属性イメージ・ベースのタブ属性イメージ・ベースのタブ属性イメージ・ベースのタブ属性  このサブテンプレートは、完全にイメージに基づくタブに使
用します。

複数列リージョンの表属性複数列リージョンの表属性複数列リージョンの表属性複数列リージョンの表属性  各リージョンには、列および列内での表示順序が割り当てられ
ます。リージョンが複数の列に配置されている場合、Oracle HTML DB は HTML 表を使用
してリージョンをレンダリングします。この属性は、レイアウトに使用する <table>タグ
で使用します。
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エラー・ページ・テンプレートの制御エラー・ページ・テンプレートの制御エラー・ページ・テンプレートの制御エラー・ページ・テンプレートの制御  ページ・テンプレートをエラー・テンプレートとし
て指定する場合にのみ、この属性を使用します。#MESSAGE#を使用してエラー・メッセー
ジを配置し、#BACK_LINK#を使用して前のページに戻るリンクを表示してください。アプ
リケーション属性を編集すると、テンプレートをエラー・テンプレートとして指定できま
す。次に例を示します。

#MESSAGE#

<br>

<a href="#BACK_LINK#">back</a>

構成管理構成管理構成管理構成管理  ビルド・オプションを使用すると、機能を有効または無効にできます。ほとんど
のアプリケーション属性は、ビルド・オプション属性を持ちます。

ビルド・オプションは、INCLUDE または EXCLUDE という 2 つの値をとることができま
す。除外されたコンポーネントは、実行時にアプリケーション定義には含まれません。

コメントコメントコメントコメント  この属性を使用して、開発者のコメントを記録します。

リージョン・テンプレートの編集リージョン・テンプレートの編集リージョン・テンプレートの編集リージョン・テンプレートの編集
リージョン・テンプレートは、リージョン属性の外観と配置を制御します。このテンプレー
トは、頻繁に HTML 表を使用してコンテンツを配置します。

リージョン・テンプレートはリージョンにスタイル要素を適用します。また、置換文字列を
表示します。#BODY#は必須の置換文字列であり、リージョン・ソースが配置される位置を
指定します。他のすべての置換文字列はオプションです。これらの置換文字列を使用する
と、リージョン内のコンポーネント（ボタンなど）の存在と配置を指定できます。

次の項では、「リージョン・テンプレートを編集」ページ固有のセクションについて説明し
ます。

リージョン・テンプレートの識別情報リージョン・テンプレートの識別情報リージョン・テンプレートの識別情報リージョン・テンプレートの識別情報  「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 ID」は、このテンプレートが対
応しているアプリケーションを示します。「名前名前名前名前」は、開発者がテンプレートを識別するた
めに使用するテンプレート名を示します。

テンプレート・サブスクリプションテンプレート・サブスクリプションテンプレート・サブスクリプションテンプレート・サブスクリプション  既存のテンプレートをカレント・アプリケーションに
適用します。既存のテンプレートを選択すると、ユーザーはそのテンプレートのサブスクラ
イバになります。

マスター・テンプレートの新しいコピーをロードするには、「リフレッシュリフレッシュリフレッシュリフレッシュ」をクリックし
てください。

参照参照参照参照 : 6-11 ページの「ビルド・オプションを使用した構成の制御」を参
照してください。
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リージョン・テンプレートリージョン・テンプレートリージョン・テンプレートリージョン・テンプレート  #BODY#は必須の置換文字列であり、リージョン・ソースが配置
される位置を指定します。他のすべての置換文字列はオプションです。

リージョン位置にボタンを作成すると、定義した位置が選択リストに表示されます。次の置
換文字列を使用して、リージョンにボタンを配置する位置を定義してください。

� #EDIT#

� #CLOSE#

� #CREATE#

� #EXPAND#

� #HELP#

� #DELETE#

� #COPY#

� #NEXT#

� #PREVIOUS#

フォーム表属性フォーム表属性フォーム表属性フォーム表属性  ページ・アイテムは、リージョン内で表示されます。アイテムは、HTML
表の HTML フォームの要素としてレンダリングされます。このテンプレートのプロパティ
で、<table>タグに配置する属性を定義できます。次に例を示します。

class="tanBox"

コメントコメントコメントコメント  この属性を使用して、開発者のコメントを記録します。

レポート・テンプレートの編集レポート・テンプレートの編集レポート・テンプレートの編集レポート・テンプレートの編集
レポート・テンプレートを使用すると、レポートに書式およびスタイル要素を適用できま
す。各レポート・テンプレートでは、#1#、#2#、#3#などの構文を使用して列名を識別し
ます。#ENAME#や #EMPNO#などの列名の置換構文を使用して、列に名前を付けることもで
きます。アプリケーションのどのアイテムもテンプレート内で参照できます。たとえば、テ
ンプレートの ABC.というアイテムを参照するには、置換文字列 &ABC.を正確に含めます。
ABC. の実際の値は、ABCという名前のアプリケーションのアイテムを編集するエンド・
ユーザーによって提供されます。

Oracle HTML DB には、次の 2 種類のレポート・テンプレートが含まれています。

� 汎用列テンプレート

� 名前付き列テンプレート

参照参照参照参照 : 6-23 ページの「置換文字列の使用」を参照してください。
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次の項では、汎用列テンプレートと名前付き列テンプレートについて説明します。また、レ
ポート・テンプレートを条件付きで使用する方法、ORACLE タグを組み込む方法、さらに
JavaScript を行テンプレートに追加する方法についても説明します。

汎用列テンプレート汎用列テンプレート汎用列テンプレート汎用列テンプレート  汎用列テンプレートはほとんどの問合せに使用できます。このテンプ
レートは、各列の外観を定義します。特定の条件を満たす行に 1 列のテンプレートを条件付
きで表示し、それ以外の行には別の列テンプレートを使用できます。このタイプのテンプ
レートを使用して、同じ行の複数の列を異なるスタイルで表示することはできません。各列
に固有のスタイルを使用する場合は、次のように列テンプレートを定義します。

<td class="tabledata" align="#ALIGN#">#COLUMN_VALUE#</td>

この例では、ページ・テンプレートにクラス tabledataを含む CSS が存在することを想定
しています。また、この例では、置換文字列 #ALIGN#および #COLUMN_VALUE#を使用し
ています。実際にこのレポートを実行すると、これらの置換文字列は、SQL 問合せの結果に
よって生成された値に置換されます。

問合せの選択リストに式を使用する場合は、列の別名を作成して実行時エラーを回避するこ
とをお薦めします。たとえば、次のような問合せを考えてみます。

SELECT ename, (sal + comm) * 12 FROM emp

問合せをリライトして、次のように列に別名を付けることができます。

SELECT ename, (sal + comm) * 12 yearly_comp FROM emp

名前付き列テンプレート名前付き列テンプレート名前付き列テンプレート名前付き列テンプレート  名前付き列テンプレートは非常に自由度の高いものですが、問合
せごとに新しいテンプレートを作成する必要がある場合があります。このテンプレートを使
用する際は、テンプレートで列名を指定します。次に例を示します。

<tr><td>#ENAME#</td><td><font color=red>#SAL#</td></tr>

位置表記を含めることもできます。次の例では、HTML および置換文字列を使用する方法を
示します。

<tr><td>#ENAME#</td><td><font color=red>#SAL#</td></tr>

<tr><td>#1#</td><td><font color=red>#2#</td></tr>

参照参照参照参照 : 「レポート・テンプレートを編集」ページ固有のセクションを使用
する方法の詳細は、オンライン・ヘルプを参照してください。
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レポート・テンプレートの条件付きの使用レポート・テンプレートの条件付きの使用レポート・テンプレートの条件付きの使用レポート・テンプレートの条件付きの使用  条件を作成すると、レポートの実行者によって
行の表示が異なるレポートを作成できます。問合せごとに 4 つ以下のレポート・テンプレー
トを条件付きで使用できます。また、構文 #1#、#2#、#3#を使用して、特定の行を参照す
ることもできます。たとえば、給与が 2000 を超えている場合に行を太字で表示するときは、
次の行テンプレート条件を含めます。

#5# > 2000

行テンプレートでの行テンプレートでの行テンプレートでの行テンプレートでの JavaScript の使用の使用の使用の使用  JavaScript を使用すると、データベース内の値に応じ
て HTML を条件付きで表示できます。次の例では、GROUP_DESC問合せ列が NULL でない
場合にのみ HTML 行が表示されます。

<script language="javascript">
IF ( "#GROUP_DESC#" != "" )
document.writeln( "<TR>;
<TD BGCOLOR=#336699>;<FONT SIZE=2 COLOR=#FFFFFF FACE=Arial, Helvetica>Group 
Description</FONT></TD>
</TR>
</TR>
<TD>#GROUP_DESC#</TD>
          </TR>" );
</TR>" );

リスト・テンプレートの編集リスト・テンプレートの編集リスト・テンプレートの編集リスト・テンプレートの編集
リストは、リンクの共有コレクションです。リストの外観は、リスト・テンプレートで制御
します。テンプレート属性を使用すると、特定のページのカレントまたは非カレントとして
リスト要素を定義できます。

参照参照参照参照 :

� 「レポート・テンプレートを編集」ページ固有のセクションを使用す
る方法の詳細は、オンライン・ヘルプを参照してください。

� 8-15 ページの「リージョンの作成」を参照してください。

参照参照参照参照 :

� 「リスト・テンプレートを編集」ページ固有のセクションを使用する
方法の詳細は、オンライン・ヘルプを参照してください。

� 8-12 ページの「リストの作成」を参照してください。
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ラベル・テンプレートの編集ラベル・テンプレートの編集ラベル・テンプレートの編集ラベル・テンプレートの編集
ラベル・テンプレートは、ページ・アイテム・ラベルの HTML マークアップを集中管理す
ることを目的としています。各アイテムにはオプションのラベルがあります。ラベル・テン
プレートを使用して、これらのラベルの表示方法を制御できます。たとえば、ユーザーに必
須であることを示すイメージ（アスタリスクなど）を参照する「必須フィールド」というラ
ベル・テンプレートを作成できます。

ラベル・テンプレートを使用すると、アイテムの先頭と末尾に追加するテキスト文字列を定
義できます。

メニュー・テンプレートの編集メニュー・テンプレートの編集メニュー・テンプレートの編集メニュー・テンプレートの編集
メニュー・テンプレートは、メニューの表示方法を制御します。このテンプレートは、リー
ジョンの作成時に選択します。

軌跡スタイルのメニュー・ナビゲーション軌跡スタイルのメニュー・ナビゲーション軌跡スタイルのメニュー・ナビゲーション軌跡スタイルのメニュー・ナビゲーション  軌跡スタイルのメニューは、通常、アプリケー
ションの他のページに対するカレント・ページの相対位置を示します。また、特定のページ
をクリックしてこのページを即時に表示できます。次の例に示すとおり、Oracle HTML DB
では、各ページ上部の標準タブ（または 2 番目のレベルのナビゲーション・タブ）の下に、
軌跡パスが表示されています。

図図図図 7-6 軌跡スタイルのメニュー軌跡スタイルのメニュー軌跡スタイルのメニュー軌跡スタイルのメニュー

ボタン・テンプレートの編集ボタン・テンプレートの編集ボタン・テンプレートの編集ボタン・テンプレートの編集
ボタン・テンプレートを使用すると、アプリケーション開発者は、ボタンのルック・アン
ド・フィールをカスタマイズできます。ボタンを構築する場合、複数のイメージまたは
HTML タグを使用できます。ボタン・テンプレートの使用はオプションです。

参照参照参照参照 : 「ラベル・テンプレートを編集」ページ固有のセクションを使用す
る方法の詳細は、オンライン・ヘルプを参照してください。

参照参照参照参照 :

� 「メニュー・テンプレートを編集」ページ固有のセクションを使用す
る方法の詳細は、オンライン・ヘルプを参照してください。

� 8-9 ページの「メニュー・テンプレートの作成」を参照してください。

� 8-7 ページの「メニューの作成」を参照してください。
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ポップアップポップアップポップアップポップアップ LOV テンプレートの編集テンプレートの編集テンプレートの編集テンプレートの編集
ポップアップ LOV テンプレートは、POPUP として定義したすべてのアイテムに対するポッ
プアップ・リストの表示方法を制御します。ポップアップ LOV テンプレートは、各アプリ
ケーションに 1 つのみ指定できます。

アプリケーション属性の表示アプリケーション属性の表示アプリケーション属性の表示アプリケーション属性の表示
アプリケーション属性は、1 つのページに固有ではなく、アプリケーションのすべてのペー
ジに適用されます。アプリケーション属性は、アプリケーションの作成直後に指定します。

アプリケーション属性を表示するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

選択したアプリケーションのページ・リストが、ページの下部に表示されます。

3. 「属性を編集属性を編集属性を編集属性を編集」アイコンをクリックします（図 7-7 を参照）。

図図図図 7-7「属性を編集」アイコン「属性を編集」アイコン「属性を編集」アイコン「属性を編集」アイコン

「アプリケーション属性を編集」ページが表示されます。

参照参照参照参照 :

� 「LOV テンプレートを編集」ページ固有のセクションを使用する方法
の詳細は、オンライン・ヘルプを参照してください。

� 8-22 ページの「LOV の作成」を参照してください。

参照参照参照参照 :

� 7-29 ページの「アプリケーション属性の編集」を参照してください。

� 7-38 ページの「ページ定義の編集」を参照してください。
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アプリケーション属性の編集アプリケーション属性の編集アプリケーション属性の編集アプリケーション属性の編集
アプリケーション属性は、アプリケーションのすべてのページに適用されます。アプリケー
ション属性は、アプリケーションの作成直後に指定します。

アプリケーション属性を編集するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

選択したアプリケーションのページ・リストが、ページの下部に表示されます。

3. 「属性を編集属性を編集属性を編集属性を編集」アイコンを選択します。

「アプリケーション属性を編集」ページが表示されます。

Oracle HTML DB は、新しいアプリケーションの作成時に、一意のアプリケーション
ID を作成します。アプリケーション ID は、ページの上部に表示されます。アプリケー
ション ID の下に、ページの様々なセクションへのリンクが表示されます。必要な値に
は赤いアスタリスク（*）が付いています。

次の項では、「アプリケーション属性を編集」ページ固有の次のセクションについて説
明します。

この項の内容は次のとおりです。

� アプリケーション定義

� 認可

� セッション管理

� ユーザー・インタフェース・テンプレート

� テンプレートのデフォルト値

� グローバリゼーション

� アプリケーションの可用性

� グローバル通知

� Virtual Private Database（VPD）

� 静的置換文字列

� ビルド・オプション

� アプリケーション・コメント
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アプリケーション定義アプリケーション定義アプリケーション定義アプリケーション定義
このセクションを使用して、アプリケーションの基本特性（アプリケーション名、英数字の
別名（オプション）、バージョン番号、アプリケーション所有者など）を定義します。表 7-3
に、すべてのアプリケーション定義属性を示します。

表表表表 7-3 アプリケーション定義属性アプリケーション定義属性アプリケーション定義属性アプリケーション定義属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明

名前 アプリケーションに説明的な短い名前を指定します。この名前に
よって、アプリケーションを選択リストおよびレポートに存在す
る他のアプリケーションと区別します。

アプリケーションの別名 代替の英数字アプリケーション識別子を割り当てます。この識別
子は、アプリケーション ID のかわりに使用できます。

たとえば、アプリケーション 105 に myappという別名を作成した

とします。この場合、f?p構文を使用して、アプリケーション

105 を次のいずれかでコールできます。

� f?p=105:1

� f?p=myapp:1

バージョン アプリケーションのバージョニングを有効にします。次に示す書
式マスクを使用して、自動的にバージョンを 終更新日に結び付
けることもできます。

� YYYY.MM.DD

� MM.DD.YYYY

� DD.MM.YYYY

アプリケーションのバージョンで「YYYY.MM.DD」を使用してい

る場合、Oracle HTML DB は、この書式マスクをすべてのアプリ

ケーション属性の 終更新日に置換します。

イメージ接頭辞 インストール中に設定した仮想ディレクトリを入力します。この
ディレクトリは、アプリケーションのイメージを含むファイル・
システムへの実際のパスを指します。不明な場合は管理者に確認
してください。デフォルトでは「/i/」として設定されますが、管

理者がインストール後にこのオプションをカスタマイズしている
場合もあります。含めるのは仮想ディレクトリ名のみとし、完全
なイメージ・パスは含めないでください。

静的テキスト（ページ、リージョン・ヘッダー、リージョン・
フッターなど）にイメージを埋め込む場合は、置換文字列
#IMAGE_PREFIX#を使用してイメージを参照できます。たとえ

ば、イメージ go.gif を参照するには、次の構文を使用します。

<img src="#IMAGE_PREFIX#go.gif">
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プロキシ・サーバー プロキシ・サーバーを指定する場合は、このフィールドを使用し
ます。PL/SQL パッケージ変数

HTMLDB_APPLICATION.G_PROXY_SERVERを使用すると、プロ

キシ・サーバーを参照できます。次に例を示します。

www-proxy.us.oracle.com

URL リージョン・ソース・タイプを使用する場合、Application 
Builder ではプロキシ・サーバーが必要になる場合があります。

URL リージョン・ソースは、URL の結果（URL にナビゲートす

ると戻されるページ）をリージョン・ソースとして埋め込みます。
Oracle HTML DB がインストールされている場所と URL ターゲッ

トの間でファイアウォールを使用している場合は、このプロキシ
設定が必要になります。

デフォルトの解析対象ス
キーマ

アプリケーション内のすべての SQL および PL/SQL が解析対象

となるスキーマを指定します。#OWNER#を使用すると、SQL 問合

せおよび PL/SQL（リージョンやプロセスなど）でこの値を参照

できます。

ロギング ユーザー・アクティビティを Oracle HTML DB アクティビティ・

ログに記録するかどうかを決定します。「はいはいはいはい」に設定した場合、
すべてのページ・ビューがログに記録されるため、作業領域管理
者はアプリケーションごとにユーザー・アクティビティを監視で
きます。

完全置換 完全置換を使用するかどうかを選択します。実行時のパフォーマ
ンスを 適化するには、完全置換を使用することをお薦めします。

完全置換では、次の構文を使用します。

&ITEM.

非完全置換では、次の構文を使用します。

&ITEM

参照参照参照参照 :

� 6-23 ページの「置換文字列の使用」を参照してください。

� ページにリンクする方法の詳細は、6-20 ページの「f?p 構文を使用し
たページのリンク」を参照してください。

表表表表 7-3 アプリケーション定義属性アプリケーション定義属性アプリケーション定義属性アプリケーション定義属性（続き）（続き）（続き）（続き）

属性属性属性属性 説明説明説明説明
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認可認可認可認可
「認可」フィールドでは、アプリケーションの認可スキームを指定します。任意のアプリ
ケーションに割り当てることができる認可は 1 つのみです。

認可スキームを使用すると、指定した認可スキームに合格したユーザーのみにページが表示
されます。認可スキームはバイナリ操作で、結果は成功（true）または失敗（false）のいず
れかになります。成功するとコンポーネントを表示できますが、失敗するとコンポーネント
の表示または処理のいずれも行うことはできません。認可スキームをページに割り当ててい
る場合、それが失敗すると、エラー・メッセージが表示されます。認可スキームをページ以
外のコンポーネント（リージョン、ボタン、アイテムなど）に割り当てている場合は、失敗
してもエラー・ページは表示されません。かわりに、コンポーネントが表示されないか、ま
たはその処理や実行が行われません。

セッション管理セッション管理セッション管理セッション管理
認証およびセッション管理のインフラストラクチャを確立する際に、この属性を使用しま
す。表 7-4 に、すべてのセッション管理属性を示します。

参照参照参照参照 : 認可スキームの詳細は、10-11 ページの「認証スキームの作成」を
参照してください。

表表表表 7-4 セッション管理属性セッション管理属性セッション管理属性セッション管理属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明

ホーム・リンク アプリケーションのホームページの表示に使用する相対 URL で

す。たとえば、f?p=6000:600は、ホームページ ID が 600 であ

るアプリケーション 6000 を示します。

アプリケーション・テンプレート内の #HOME_LINK#置換文字列

は、ここで入力した値に置換されます。

この属性を使用してプロシージャに名前を付けることもできます。
たとえば、アプリケーション・ホームとして機能する HTML ペー

ジをコールするプロシージャ（personal_calendarなど）を作

成できます。

ログイン URL アプリケーションのログイン・ページの位置を指定します。

参照参照参照参照 : 詳細は、6-23 ページの「置換文字列の使用」および 10-18
ページの「認可スキームの作成」を参照してください。
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選択した認証スキームの詳細を表示するには、「認証認証認証認証 : スキームスキームスキームスキーム」の横の「管理管理管理管理」をクリック
してください。

パブリック・ユーザー 保護されていないページを生成する場合に、データベースの接続
に使用する Oracle スキーマ（ユーザー）を指定します。

このユーザーとしてログインすると、HTML DB エンジンはこれ

を「パブリック・ユーザー」セッションとみなします。HTML DB
エンジンは、次の組込み表示条件をサポートしています。

� USER_IS_PUBLIC_USER

� USER_IS_NOT_PUBLIC_USER

カレント・アプリケーション・ユーザー（または v('USER')）
がこの属性の値と等しい場合、ユーザーはパブリック・ユーザー
としてログインします。一部のアプリケーションには、パブリッ
ク・モード（ログインが不要）およびプライベート・モード（ロ
グインが必要）があります。ユーザーがパブリック・ユーザーか
どうかを判断して、条件付きで情報の表示と非表示を切り替える
ことができます。

参照参照参照参照 : 詳細は、10-10 ページの「認証を介したユーザーの本人確

認」を参照してください。

たとえば、ユーザーがパブリック・ユーザーの場合はログイン・
ボタンを表示し、ユーザーがパブリック・ユーザーでない場合に
はログアウト・リンクを表示するように設定できます。パブリッ
ク・ユーザー（NULL の場合）のデフォルトは、PUBLIC_USER
となります。この値を参照するには、
HTMLDB_APPLICATION.G_PUBLIC_USERを使用します。また、

HTML DB エンジンには、組込み条件タイプ

「USER_IS_PUBLIC_USER」および

「USER_IS_NOT_PUBLIC」ユーザーがあります。

表表表表 7-4 セッション管理属性セッション管理属性セッション管理属性セッション管理属性（続き）（続き）（続き）（続き）

属性属性属性属性 説明説明説明説明
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ユーザー・インタフェース・テンプレートユーザー・インタフェース・テンプレートユーザー・インタフェース・テンプレートユーザー・インタフェース・テンプレート
この属性を使用して、アプリケーション内のページのルック・アンド・フィールを制御しま
す。アプリケーションには、任意の数のページ・テンプレートを含めることができます。各
ページに一意のテンプレートを指定できますが、テンプレートを指定しない場合は、HTML 
DB エンジンはここで指定されたテンプレートを使用します。表 7-5 に、選択可能なユー
ザー・インタフェース・テンプレート属性を示します。

表表表表 7-5 ユーザー・インタフェース・テンプレート属性ユーザー・インタフェース・テンプレート属性ユーザー・インタフェース・テンプレート属性ユーザー・インタフェース・テンプレート属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明

デフォルト・ページ・テン
プレート

ページを表示するためのデフォルトのページ・テンプレートを指
定します。ページ開発者が明示的にテンプレートを選択しない場
合、HTML DB エンジンは、ここで指定されたテンプレートを使

用します。

出力モード・ページ・テン
プレート

HTML DB エンジンが「印刷用」モードの場合に使用するテンプ

レートを指定します。

HTML DB エンジンをコールしてページをレンダリングするとき

に、印刷用属性を「はい」または「いいえ」の値で指定するオプ
ションが表示されます。

「はい」に指定すると、印刷用テンプレートを使用してページが表
示されます。HTML DB エンジンは、HTML フォーム・フィール

ド内のすべてのテキストをテキストとして表示します。印刷用テ
ンプレートには、#FORM_OPEN#タグまたは #FORM_CLOSE#タグ

は必要ありません。このテンプレートを使用すると、少ない表で、
印刷に適した形式で情報を表示できます。

エラー・ページ・テンプ
レート

オプションの属性です。インライン表示されるエラーではなく、
個別のページに表示されるエラーに使用するページ・テンプレー
トを指定します。

ボディの幅 Application Builder でアプリケーション本体を表示するための表

を作成する場合、この属性を使用して表の幅を指定します。デ
フォルトは 98% です。

通常、開発者はリージョン・テンプレートを使用してすべての表
の作成を制御します。リージョン・テンプレートが使用できない
場合に、Oracle HTML DB がこの値を使用します。

参照参照参照参照 : 7-16 ページの「テンプレートでの操作」および 7-18 ページの「テ
ンプレートの編集」を参照してください。
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テンプレートのデフォルト値テンプレートのデフォルト値テンプレートのデフォルト値テンプレートのデフォルト値
次に示す属性を使用して、新しいリージョン、ラベル、レポート、リスト、メニューおよび
ボタンを作成する際のデフォルト・テンプレートを指定します。これらの設定は、各コン
ポーネントの編集ページで上書きできます。

グローバリゼーショングローバリゼーショングローバリゼーショングローバリゼーション
表 7-6 に示す属性を使用して、アプリケーションのプライマリ言語などのグローバリゼー
ションのオプションを指定できます。

参照参照参照参照 :

� デフォルト・テンプレートの各設定の詳細は、オンライン・ヘルプを
参照してください。

� 7-16 ページの「テンプレートでの操作」および 7-18 ページの「テンプ
レートの編集」を参照してください。

表表表表 7-6 グローバリゼーション属性グローバリゼーション属性グローバリゼーション属性グローバリゼーション属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明

アプリケーションのプライ
マリ言語

アプリケーションを開発する言語を指定します。この言語が、す
べての変換の元となるベース言語になります。たとえば、英語で
作成されたアプリケーション 100 が、フランス語に変換され、ア

プリケーション 101 として公開されたとします。このアプリケー

ション ID が、エンド・ユーザーに対して透過的になります。

アプリケーションに対するすべての変更は、ここで指定したプラ
イマリ言語で行う必要があります。

アプリケーション言語の派
生元

アプリケーションの実行時、HTML DB エンジンは、データベー

ス言語を設定して変換済アプリケーションを実行するために、
ユーザー言語設定項目を認識する必要があります。データベース
言語の設定では、日付の表示とソート特性を決定します。

このオプションを使用すると、派生したブラウザ言語のサポート
を無効にできます。アプリケーションの設定項目から派生したア
プリケーション言語を指定するオプションも表示されます。

参照参照参照参照 : アプリケーションの変換およびグローバリゼーションのサポート
の詳細は、16-2 ページの「アプリケーションの言語変換およびグローバリ
ゼーション・サポート」を参照してください。
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アプリケーションの可用性アプリケーションの可用性アプリケーションの可用性アプリケーションの可用性
この属性を使用して、アプリケーションのステータスとビルド・ステータスを定義し、アプ
リケーションを管理します。たとえば、ステータス「制限されたアクセス制限されたアクセス制限されたアクセス制限されたアクセス」を選択すると、
このアプリケーションにアクセスして実行できるユーザーを指定できます。

グローバル通知グローバル通知グローバル通知グローバル通知
グローバル通知を使用して、システム・ステータスと通信できます。ページ・テンプレート
に #GLOBAL_NOTIFICATION#置換文字列が含まれる場合、ここで入力したテキストが各
ページに表示されます。

Virtual Private Database（（（（VPD））））
VPD は Application Program Interface（API）を提供します。開発者はこれを使用して、セ
キュリティ・ポリシーをデータベースの表およびビューに割り当てることができます。開発
者は PL/SQL を使用して、ストアド・プロシージャを含むセキュリティ・ポリシーを作成
し、RDBMS パッケージをコールしてそのプロシージャを表またはビューにバインドできま
す。このようなポリシーは、データベース内に格納されているアプリケーション・データの
コンテンツか、または Oracle データベースが提供するコンテキスト変数に基づいています。
これによって、VPD ではアクセス・セキュリティ・メカニズムをアプリケーションから取
り除き、集約化することができます。

このフィールドで入力した PL/SQL は、ユーザーの認証直後に実行されます。v('USER') は、
このファンクションからアクセス可能です。カレント・コールのセッション・ステートは、
このコールが実行される時点ではまだ初期化されません。アプリケーションが VPD を使用
して、同じデータベースで複数の顧客をサポートする必要がない場合は、この属性を NULL
のままにしてください。

参照参照参照参照 : アプリケーションの可用性の各属性の詳細は、オンライン・ヘル
プを参照してください。

参照参照参照参照 : 6-23 ページの「置換文字列の使用」を参照してください。

参照参照参照参照 :

� 10-17 ページの「認可を介したセキュリティの提供」を参照してくだ
さい。

� 『Oracle Label Security 管理者ガイド』を参照してください。
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静的置換文字列静的置換文字列静的置換文字列静的置換文字列
静的置換文字列は、集中定義された文字列です。通常、アプリケーション内の多くの箇所に
存在するフレーズまたはラベルに使用します。静的置換文字列を集中的に定義すると、置換
文字列に対する 1 回の変更で、複数のラベルを変更することができます。

ビルド・オプションビルド・オプションビルド・オプションビルド・オプション
ビルド・オプションを使用すると、機能を有効または無効にできます。ほとんどのアプリ
ケーション属性は、ビルド・オプション属性を持ちます。特定のインストールからそのオブ
ジェクトを排除する場合以外は、ビルド・オプションを指定しないでください。ビルド・オ
プションは、INCLUDEまたは EXCLUDEという 2 つの値をとることができます。属性が
EXCLUDED の場合、その属性は存在しないものとして処理されます。

アプリケーション・コメントアプリケーション・コメントアプリケーション・コメントアプリケーション・コメント
この属性を使用して、カレント・アプリケーションに関する開発者のコメントを記録しま
す。

ページ属性の表示ページ属性の表示ページ属性の表示ページ属性の表示
ページ属性は、特定のページにのみ適用されます。ページ属性は、アプリケーション属性の
定義直後に指定します。ページ属性には、「ページ定義」ページからアクセスします。

ページ属性を表示するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

選択したアプリケーションのページ・リストが、ページの下部に表示されます。

3. 次のいずれかの操作を実行して、特定のページにナビゲートします。

� 「ページを編集」フィールドにページ ID を入力して、「実行実行実行実行」をクリックします。

� ページ名をクリックします。

ページ定義が表示されます。

参照参照参照参照 : Oracle HTML DB で使用可能な組込み置換文字列の詳細は、6-23
ページの「置換文字列の使用」を参照してください。

参照参照参照参照 : 6-11 ページの「ビルド・オプションを使用した構成の制御」を参
照してください。
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デフォルトでは、各ページは 3 つのセクションに分かれています。

� ページ・レンダリングページ・レンダリングページ・レンダリングページ・レンダリング : ページ、リージョン、ボタン、アイテム、ページ・レンダ
リングの計算およびプロセスのすべての属性が含まれます。

� ページ・プロセスページ・プロセスページ・プロセスページ・プロセス : 計算、検証、プロセス、ブランチ処理などのページ・レベルの
アプリケーション・ロジックを指定できます。

� 共有コンポーネント共有コンポーネント共有コンポーネント共有コンポーネント : アプリケーション内のすべてのページに表示される共通のコ
ンポーネントが表示されます。親タブ、標準タブ、ナビゲーション・バー、LOV、
メニュー、リスト、テンプレートなどがその例です。「共有コンポーネント」カス
タマイズ・オプションを無効にすると、共有コンポーネントを非表示にできます。

セクション「ページページページページ」の下に表示される属性が、ページの実際の属性です。「ページ・
レンダリング」には、ページの下位属性（「リージョン」、「ボタン」、「アイテム」、「計
算」、「プロセス」など）が含まれています。これらの属性は、それぞれのページで定義
します。

ページ定義の編集ページ定義の編集ページ定義の編集ページ定義の編集
ページは、アプリケーションの基本的なビルディング・ブロックです。アプリケーションの
作成ウィザードを使用して、新しいアプリケーションを作成します。作成した各ページに
は、ページ ID、名前および一般的にはヘッダー、タイトル、フッターなどのテキスト属性
が含まれます。リージョン、アイテムおよびボタンを作成して、ページにコンテンツを追加
します。ページ・テンプレートおよびページ・リージョン・テンプレートは、各ページの
ルック・アンド・フィールを制御します。

コンポーネント名を選択すると、特定のコンポーネントの詳細を表示できます。次のボタン
をクリックして、新しいページ・コンポーネントを表示、編集および作成できます。

� ビュービュービュービュー : このボタンをクリックすると、現在定義されているコンポーネントの詳細を表
示および編集できます。

� コピーコピーコピーコピー : このボタンをクリックすると、カレント・コンポーネントをコピーできます。

� 作成作成作成作成 : このボタンをクリックすると、新しいコンポーネントを作成できます。

参照参照参照参照 :

� ページ属性を編集する方法の詳細は、7-38 ページの「ページ定義の編
集」を参照してください。

� 8-1 ページの「アプリケーション・コンポーネントの構築」を参照し
てください。
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この項の内容は次のとおりです。

� 「ページ・レンダリング」のコンポーネントの管理

� 「ページ・プロセス」のコンポーネント

� ページ属性の編集

「ページ・レンダリング」のコンポーネントの管理「ページ・レンダリング」のコンポーネントの管理「ページ・レンダリング」のコンポーネントの管理「ページ・レンダリング」のコンポーネントの管理
「ページ・レンダリング」では、すべてのページ属性、および定義済のリージョン、ボタン、
アイテム、ページ・レンダリングの計算およびページ・プロセスの属性を指定します。

この項の内容は次のとおりです。

� ページ

� リージョン

� ボタン

� アイテム

� ページ計算

� ページ・プロセス

ページページページページ
ページを使用して、ページ名やオプションの別名などの高レベルのページ属性を編集した
り、定義済のタブ・セット、指定されたテンプレートおよび認可スキームの情報を表示する
ことができます。

リージョンリージョンリージョンリージョン
リージョンは、コンテンツを含むページのセクションです。リージョンのコンテンツは、
リージョン・ソースによって決まります。たとえば、リージョンには、定義した SQL 問合
せに基づくレポートまたは静的な HTML が含まれる場合があります。

特定のリージョン属性の詳細は、画面に表示される説明を参照してください。

参照参照参照参照 :

� 7-2 ページの「ページの定義の理解」を参照してください。

� 7-11 ページの「アプリケーションの作成」を参照してください。

� 7-13 ページの「ウィザードを使用した新しいページの作成」を参照し
てください。

参照参照参照参照 : 7-52 ページの「ページ属性の編集」を参照してください。
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リージョン・ソース・タイプの理解リージョン・ソース・タイプの理解リージョン・ソース・タイプの理解リージョン・ソース・タイプの理解  各リージョンには、リージョン・ソース・タイプを選
択します。HTML DB エンジンは、選択されたタイプに応じてリージョンを解析します。表
7-7 に、選択可能なリージョン・タイプを示します。

表表表表 7-7 リージョン・タイプリージョン・タイプリージョン・タイプリージョン・タイプ

リージョン・タイプリージョン・タイプリージョン・タイプリージョン・タイプ 説明説明説明説明

HTML HTML リージョンには、指定した HTML が含まれます。

また、HTML リージョンはアイテムのコンテナとしても

使用されます。入力する HTML には、置換文字列を含め

ることができます。

レポート レポート・リージョンは、SQL 問合せを記述するか、ま

たはウィザードを使用して問合せの記述手順を実行する
ことによって定義できます。

参照参照参照参照 : 8-29 ページの「レポートの作成」を参照してくだ

さい。

チャート チャート・リージョンには、SQL 問合せに基づく線グラ

フ、棒グラフまたは円グラフが含まれます。

参照参照参照参照 : 8-37 ページの「チャートの作成」を参照してくだ

さい。

リスト リスト・リージョンは、ナビゲーションに使用され、リ
ンクまたはイメージで構成されます。個々のリスト・エ
ントリは、条件付きで表示できます。

参照参照参照参照 : 8-12 ページの「リストの作成」を参照してくださ

い。

メニュー メニュー・リージョンは、階層的に編成された事前定義
のリンクで構成されたナビゲーション・コントロールで
す。

参照参照参照参照 : 8-7 ページの「メニューの作成」を参照してくださ

い。

PL/SQL 動的コンテンツ PL/SQL に基づくリージョンでは、PL/SQL Web ツール

キットを使用して HTML またはテキストをレンダリング

できます。

その他、HTML テキスト（特殊文字

をエスケープ）

HTML リージョンと同じですが、HTML DB エンジンに

よって、特殊文字がレンダリング前にエスケープされま
す。

その他、HTML テキスト（ショート

カットあり）

HTML リージョンと同じですが、ショートカットがサ

ポートされます。

参照参照参照参照 : 8-42 ページの「ショートカットの使用」を参照し

てください。
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リージョン位置の制御リージョン位置の制御リージョン位置の制御リージョン位置の制御  リージョンを作成する際に、ページでのそのリージョンの位置（「表
示ポイント」）を指定する必要があります。リージョンは、「表示ポイント」の順序番号順に
レンダリングされます。デフォルト位置（「ページ・テンプレート・ボディ」など）または
テンプレートにユーザーが定義した位置（「ページ・テンプレートのリージョン位置 1」な
ど）のいずれかを選択できます。「表示ポイント」に加えて、どの列にリージョンを配置す
るかを指定できます。複数の列にリージョンを配置する場合、Oracle HTML DB では自動的
に必要な HTML がレンダリングされ、複数列のレイアウトが生成されます。

その他、ヘルプ・テキスト ヘルプ・リージョンを使用すると、ページ・レベル・ヘ
ルプを指定できます。

参照参照参照参照 : 8-43 ページの「ヘルプ・ページの作成」を参照し

てください。

その他、URL URL に基づくリージョンでは、事前定義された URL を

使用して Web サーバーをコールすることによって、コン

テンツが取得されます。

参照参照参照参照 : 8-19 ページの「URL に基づくリージョン」を参照

してください。

その他、Web サービスの結果 Web サービスに基づくリージョンでは、事前定義された

Web サービスをコールすることによって、XML 文書が取

得されます。オプションの XSLT スタイルシートを適用

できます。

参照参照参照参照 : 12-15 ページの「Web サービスの実装」を参照して

ください。

その他、ツリー ツリーは、実行時に実行される SQL 問合せに基づく、階

層的なナビゲーション・コントロールです。ユーザーは、
これを使用してノードを展開および縮小できます。

参照参照参照参照 : 8-11 ページの「ツリーの作成」を参照してくださ

い。

参照参照参照参照 :

� 特定のタイプのリージョンを作成する方法の詳細は、8-15 ページの
「リージョンの作成」を参照してください。

� PL/SQL を使用した Web アプリケーションの開発については、
『Oracle Database アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』を参照し
てください。

� htp パッケージの詳細は、『PL/SQL パッケージ・プロシージャおよび
タイプ・リファレンス』を参照してください。

表表表表 7-7 リージョン・タイプリージョン・タイプリージョン・タイプリージョン・タイプ（続き）（続き）（続き）（続き）

リージョン・タイプリージョン・タイプリージョン・タイプリージョン・タイプ 説明説明説明説明
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リージョンの条件付き表示リージョンの条件付き表示リージョンの条件付き表示リージョンの条件付き表示  リージョンが表示されるかどうかは、リージョン・レベルで定
義された条件に基づきます。条件では、セッション・ステート、現在ログインしているユー
ザーまたは HTML DB エンジンの設定（ページが印刷用ビュー・モードかどうかなど）を参
照できます。

リージョンのヘッダーおよびフッターの指定リージョンのヘッダーおよびフッターの指定リージョンのヘッダーおよびフッターの指定リージョンのヘッダーおよびフッターの指定  リージョンのボディ・コンテンツ（レポート、
チャートまたはフォーム要素付きの HTML）に加えて、追加の HTML をリージョンの上下

（ヘッダーおよびフッター）に配置できます。リージョン・フッターは、次の置換文字列を
サポートします。

� #TIMING#: リージョンのレンダリングにかかる経過時間（秒）を表示できます。この時
間はデバッグに使用できます。

� #ROWS_FETCHED#: Oracle HTML DB レポート・エンジンによってフェッチされた行数
を表示できます。これらの置換文字列を使用して、カスタマイズされたメッセージを
ユーザーに表示することができます。次に例を示します。

Fetched #ROWS_FETCHED# rows in #TIMING# seconds.

� #TOTAL_ROWS#: レポートに使用された SQL 問合せを満たす行の合計数を表示できま
す。

� #FIRST_ROW_NUMBER#および #LAST_ROW_NUMBER#: 表示される行の範囲を表示でき
ます。次に例を示します。

Row(s) #FIRST_ROW_NUMBER# through #LAST_ROW_NUMBER# of #ROWS_FETCHED# displayed

ボタンボタンボタンボタン
アプリケーションを設計する際、ボタンを使用してユーザーを特定のページまたは URL に
移動させたり、情報をポストまたは処理することができます。ボタンは、事前定義された
リージョン・テンプレート位置またはフォーム内のアイテムに配置できます。

特定のボタン属性の詳細は、画面に表示される説明を参照してください。

ボタンを使用したブランチ処理ボタンを使用したブランチ処理ボタンを使用したブランチ処理ボタンを使用したブランチ処理  各ページには、任意の数のブランチを含めることができま
す。ブランチは、アプリケーションの他のページまたは URL にリンクします。HTML DB
エンジンでは、ページ・プロセス中の異なる時点でブランチが検討されます。プロセス前、
計算前、検証前およびプロセス後のどの時点でブランチするかを選択できます。Application 
Builder の他のコンポーネントと同様に、ブランチには条件を設定できます。たとえば、
ユーザーがボタンをクリックした場合にブランチできます。ブランチを作成する場合は、ブ
ランチを特定のボタンに関連付けます。ブランチは、ユーザーがボタンをクリックした場合
にのみ検討されます。
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ボタン名とボタン名とボタン名とボタン名と REQUEST の関係の理解の関係の理解の関係の理解の関係の理解  ボタンに付けた名前によって、組込み属性 REQUEST の
値が決まります。バインド変数 :REQUESTを使用して、PL/SQL 内の REQUEST の値を参
照できます。このバインド変数を使用して、ユーザーがクリックするボタンに応じてプロセ
ス、検証またはブランチを条件付きで実行できます。ユーザーがボタンをクリックした際に
実行されるプロセスを作成することもできます。また、より複雑な条件も使用できます。次
に例を示します。

If :REQUEST in ('EDIT','DELETE') then ...
If :REQUEST != 'DELETE' then ...

これらの例では、「EDIT」および「DELETE」という名前のボタンが存在すると想定します。
この構文は、PL/SQL 式の条件にも使用できます。ただし、ボタン名の大 / 小文字が保持さ
れることに注意してください。ボタン名を「LOGIN」に指定した場合、名前「Login」を検
索するリクエストは失敗します。次に例を示します。

<input type="BUTTON" value="Finish" onClick="javascript:doSubmit('Finish');">

Finishは REQUEST の名前で、この例では大 / 小文字が区別されます。

ボタンの条件付き表示ボタンの条件付き表示ボタンの条件付き表示ボタンの条件付き表示  ボタンを条件付きで表示するには、条件付き表示タイプ・リストか
ら表示タイプを選択して式を入力します。

アイテムアイテムアイテムアイテム
アイテムは HTML フォームの一部であり、テキスト・フィールド、テキスト領域、パス
ワード、コンボボックス、チェックボックスなどを示します。アイテムには、ページ・アイ
テムとアプリケーション・アイテムの 2 つのタイプが存在します。ページ・アイテムはペー
ジ上に配置され、「表示形式」、「ラベル」、「ラベル・テンプレート」などの関連付けられた
ユーザー・インタフェースのプロパティを持ちます。アプリケーション・アイテムはページ
に関連付けられないため、ユーザー・インタフェースのプロパティを持ちません。アプリ
ケーション・アイテムは、グローバル変数として使用できます。

特定のアイテム属性の詳細は、画面に表示される説明を参照してください。

参照参照参照参照 :

� 7-42 ページの「ブランチ処理」を参照してください。

� 8-14 ページの「ブランチの作成」を参照してください。

� 8-21 ページの「ボタンの作成ウィザードの使用」を参照してくださ
い。

参照参照参照参照 : 特定のタイプのボタンを作成する方法の詳細は、8-20 ページの
「ボタンの作成」を参照してください。

参照参照参照参照 : 6-23 ページの「置換文字列の使用」を参照してください。
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アイテムの「表示形式」オプションの理解アイテムの「表示形式」オプションの理解アイテムの「表示形式」オプションの理解アイテムの「表示形式」オプションの理解  各アイテムのタイプは、「表示形式」リストから
選択して指定します。表 7-8 に、選択可能な多くの「表示形式」オプションを示します。

表表表表 7-8 アイテムの「表示形式」オプションアイテムの「表示形式」オプションアイテムの「表示形式」オプションアイテムの「表示形式」オプション

「表示形式」オプション「表示形式」オプション「表示形式」オプション「表示形式」オプション 説明説明説明説明

ボタン Oracle HTML DB でフォームを構築するために使用します。フォーム内の他の

フィールド（アイテム）にボタンを配置するには、「アイテムのボタン」を使用
します。このタイプのボタンをクリックすると、HTML DB エンジンが自動的に

プロセス・モードに切り替わり、検証の実行、プロセスの実行または他のページ
へのブランチが可能になります。

参照参照参照参照 : 7-42 ページの「ボタン」を参照してください。

チェックボックス LOV を使用して表示します。チェックボックスとして表示されるアイテムには、

LOV が必要です。チェックしたチェックボックスに対応する値が、コロン（:）
で区切られた文字列で戻されます。

次の例に、YESを戻す単一のチェックボックスを作成する方法を示します。この

例では、チェックボックスとフィールド・ラベルの両方が表示されます。

SELECT NULL display_text, 'YES' return_value FROM DUAL;

次の例では、追加テキスト「クリックして選択」を含めます。

SELECT 'Click to select' display_text, 'YES' return_value FROM DUAL;

参照参照参照参照 : 戻り値の分割の詳細は、13-2 ページの「HTMLDB_UTIL」を参照してく

ださい。

日付ピッカー 横にカレンダ・アイコンが付いたテキスト・フィールドを表示します。このアイ
コンをクリックすると小さいカレンダが表示され、ユーザーは日付および時刻を
選択できます（オプション）。

必要な書式が「表示形式」リストに存在しない場合、「日付ピッカー（アプリ日付ピッカー（アプリ日付ピッカー（アプリ日付ピッカー（アプリ
ケーションの書式マスクを使用）ケーションの書式マスクを使用）ケーションの書式マスクを使用）ケーションの書式マスクを使用）」を選択します。書式マスクを使用する場合は、
アプリケーションによってアイテム PICK_DATE_USING_APP_FORMAT_MASKの

書式が検索されます。このアイテム・タイプを使用するには、このアイテムを移
入する必要があります。

テキストとして表示（LOV に基

づき、状態を保存しない）

セッション・ステートのアイテムの値を使用して LOV から読取り専用バージョ

ンの表示値を表示し、関連付けられた LOV で対応する表示値を検索します。画

面に表示された値は、送信時にセッション・ステートには保存されません。

テキストとして表示（LOV に基

づき、状態を保存する）

セッション・ステートのアイテムの値を使用して LOV から読取り専用バージョ

ンの表示値を表示し、関連付けられた LOV で対応する表示値を検索します。
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テキストとして表示（特殊文字を
エスケープし、状態は保存しな
い）

セッション・ステートの読取り専用バージョンの値を表示し、特殊文字をエス
ケープします。セッション・ステートは保存されません。

テキストとして表示（テキストを
保存）

セッション・ステートの読取り専用バージョンの値を表示します。送信される
と、表示された値はセッション・ステートに保存されます。

ファイル 「参照」ボタンが付いたテキスト・フィールドを表示します。これによって、
ユーザーはローカル・ファイル・システムのファイルを検索およびアップロード
できます。Oracle HTML DB は、これらのファイルをアップロードする表、およ

びファイルを取得する API を提供します。

非表示 HTML の非表示のフォーム要素をレンダリングします。セッション・ステート

は、テキスト・フィールドと同様に割当ておよび参照することができます。

リスト・マネージャ LOV に基づきます。このアイテムを使用すると、アイテムを選択し、リストに

追加してアイテム・リストを管理できます。LOV はポップアップ表示されます。

複数選択リスト 複数選択 HTML フォーム要素としてレンダリングします。実行時に、選択され

た値がコロンで区切られた文字列に戻されます。HTMLDB_UTIL APIを使用し

て、値を分割できます。

参照参照参照参照 : 13-2 ページの「HTMLDB_UTIL」を参照してください。

パスワード HTML のパスワードのフォーム要素としてレンダリングします。

ポップアップ LOV 横にアイコンが付いたテキスト・フィールドとしてレンダリングします。このア
イコンを使用すると、ユーザーはポップアップ・ウィンドウから値を選択できま
す。ポップアップ・ウィンドウのリストは、LOV で作成されます。ポップアッ

プ LOV には、ウィンドウがポップアップ表示された際に行セットをフェッチす

るものと、フェッチしないものの 2 つのタイプがあります。

ポップアップ LOV の値には、2 つの列を選択する必要があります。次に例を示

します。

SELECT ename, empno FROM emp

いずれかの列が式の場合は、別名を使用します。次に例を示します。

SELECT ename||' '||job display_value, empno FROM emp

表表表表 7-8 アイテムの「表示形式」オプションアイテムの「表示形式」オプションアイテムの「表示形式」オプションアイテムの「表示形式」オプション（続き）（続き）（続き）（続き）

「表示形式」オプション「表示形式」オプション「表示形式」オプション「表示形式」オプション 説明説明説明説明
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ラジオ・グループ LOV に基づいて、HTML のラジオ・グループのフォーム要素としてレンダリン

グします。ラジオ・ボタンの選択時にページを送信するには、「送信機能付きラ送信機能付きラ送信機能付きラ送信機能付きラ
ジオ・グループジオ・グループジオ・グループジオ・グループ」を選択します。

次の例では、従業員名（ename）が表示されますが、従業員番号（empno）が戻

されます。

SELECT ename, empno FROM emp

選択リスト LOV を使用して表示します。選択リストとしてアイテムを表示するには、LOV
が必要です。選択リストは、HTML フォーム要素 <select>を使用してレンダ

リングされます。選択リストの値は、共有 LOV またはアイテム・レベルで定義

された LOV で決まります。表示値および戻り値には NULL を指定できます。

次の例では、従業員名（ename）および従業員番号（empno）が emp表から戻

されます。列の別名は必須ではありませんが、この例では、意味を明確にするた
めに含まれています。

SELECT ename display_text, empno return_value FROM emp

Oracle HTML DB では、標準的な HTML 選択リストに加えて次の拡張機能が提

供されます。

� 送信機能付き選択リスト送信機能付き選択リスト送信機能付き選択リスト送信機能付き選択リスト : ユーザーがページで選択した値を変更すると、そ

のページが送信されます。ページが送信されると、選択リストを表すアイ
テム名に REQUEST が設定され、条件付き計算、検証、プロセスおよびブ

ランチを実行できます。

� リダイレクト機能付き選択リストリダイレクト機能付き選択リストリダイレクト機能付き選択リストリダイレクト機能付き選択リスト : ユーザーを同じページにリダイレクト

し、セッション・ステートの選択リストの新しく選択された値のみを設定
します。

� URL リダイレクトを戻す選択リストリダイレクトを戻す選択リストリダイレクトを戻す選択リストリダイレクトを戻す選択リスト : 戻り値として URL を含む LOV に基づ

きます。選択リストの値を変更すると、ブラウザが対応する URL にリダイ

レクトします。

� ページへのブランチ付き選択リストページへのブランチ付き選択リストページへのブランチ付き選択リストページへのブランチ付き選択リスト : 戻り値としてページ ID を含む LOV に

基づきます。選択リストで選択された値を変更すると、HTML DB エンジン

が対応するページにブランチします。

表表表表 7-8 アイテムの「表示形式」オプションアイテムの「表示形式」オプションアイテムの「表示形式」オプションアイテムの「表示形式」オプション（続き）（続き）（続き）（続き）

「表示形式」オプション「表示形式」オプション「表示形式」オプション「表示形式」オプション 説明説明説明説明
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アイテム値の参照アイテム値の参照アイテム値の参照アイテム値の参照  リージョン、計算、プロセス、検証およびブランチのセッション・ス
テートに格納されたアイテム値を参照できます。表 7-9 に、アイテム値を参照するためにサ
ポートされている構文を示します。

HTML 表の停止および開始（ラベ

ルのみ表示）

Oracle HTML DB は、HTML 表を使用してアイテムをレンダリングします。こ

のアイテムを使用すると、表を閉じて新しい表を開くことによって、フォームの
アイテムのレイアウトを制御できます。

テキスト 大 30,000 バイトのテキストを含む HTML テキスト・フィールドとして表示し

ます。「高さ」および「幅」アイテム属性を編集して 大長と表示幅を制御しま
す。

テキスト領域 HTML のテキスト領域としてレンダリングします。これは、テキスト領域とし

て表示されるアイテムの 大長ではありません。「高さ」および「幅」アイテム
属性を編集して、高さと幅を制御します。さらに使用可能なテキスト領域の表示
形式のオプションには、次のものがあります。

� 高さ自動調整機能付きテキスト領域高さ自動調整機能付きテキスト領域高さ自動調整機能付きテキスト領域高さ自動調整機能付きテキスト領域 : テキストの量に基づいて高さが変更さ

れます。このオプションを使用して、大量のデータがある場合は大きいテ
キスト領域に、データがわずかであるかまたはない場合はより小さいテキ
スト領域になります。

� 文字カウント機能付きテキスト領域文字カウント機能付きテキスト領域文字カウント機能付きテキスト領域文字カウント機能付きテキスト領域 : フィールドに入力されたバイト数を示

すカウンタを含みます。

� スペル・チェック機能付きテキスト領域スペル・チェック機能付きテキスト領域スペル・チェック機能付きテキスト領域スペル・チェック機能付きテキスト領域 : ポップアップの英語スペル・

チェッカを提供します。

� HTML エディタ付きテキスト領域エディタ付きテキスト領域エディタ付きテキスト領域エディタ付きテキスト領域 : 基本的なテキスト書式制御を提供しま

す。一部のブラウザでは、これらの制御が動作しない場合があることに注
意してください。

ポップアップ計算機付きテキス
ト・フィールド

横にアイコンが付いたテキスト・フィールドとしてレンダリングします。このア
イコンをクリックすると、計算機付きの小さいウィンドウが表示されます。計算
結果は、テキスト・フィールドに表示されます。

参照参照参照参照 : 6-15 ページの「セッション・ステート値の管理」を参照してくだ
さい。

表表表表 7-8 アイテムの「表示形式」オプションアイテムの「表示形式」オプションアイテムの「表示形式」オプションアイテムの「表示形式」オプション（続き）（続き）（続き）（続き）

「表示形式」オプション「表示形式」オプション「表示形式」オプション「表示形式」オプション 説明説明説明説明
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次のいずれかの方法を使用すると、アプリケーションのアイテム値を設定できます。

� ページ・アイテムの場合、ソース属性を使用してアイテム値を設定します。

ページ定義からアイテム名を選択して、アイテム属性（「ページ・アイテムを編集」）を
表示します。「ソース」属性までスクロールして、該当するフィールドを編集します。

次の構文を使用して、PL/SQL またはプロセスに基づく任意のリージョンのアイテム値
を設定することもできます。

BEGIN
 :MY_ITEM :=  'new value';
END;

� f?p構文を使用して URL 参照の値を渡します。次に例を示します。

f?p=100:101:10636547268728380919::NO::MY_ITEM:ABC

� 計算を使用して値を設定します。計算は、アイテム値を設定するように設計されていま
す。次に例を示します。

TO_CHAR(SYSDATE,'Day DD Month, YYYY');

� PL/SQL API を使用して、PL/SQL コンテキストにアイテム値を設定します。次に例を
示します。

HTMLDB_UTIL.SET_SESSION_STATE('MY_ITEM',SYSDATE);

表表表表 7-9 アイテム値を参照するための構文アイテム値を参照するための構文アイテム値を参照するための構文アイテム値を参照するための構文

タイプタイプタイプタイプ 構文構文構文構文 説明説明説明説明

SQL :MY_ITEM 30 バイト以下のアイテム用の標準のバインド変数構文。この

構文は、SQL 問合せおよび PL/SQL 内の参照用に使用しま

す。

PL/SQL v('MY_ITEM') v ファンクションを使用してアイテム値を参照する PL/SQL
構文。

参照参照参照参照 : 13-1 ページの「Oracle HTML DB API」を参照してく

ださい。

PL/SQL nv('MY_NUMERIC_ITEM') nv ファンクションを使用して数値アイテム値を参照する標準

の PL/SQL 構文。

参照参照参照参照 : 13-1 ページの「Oracle HTML DB API」を参照してく

ださい。

静的テキスト &MY_IITEM 静的テキスト。

静的テキスト（完
全置換）

&MY_IITEM. 静的テキスト。完全置換です。
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条件付きアイテムまたは読取り専用アイテムの表示条件付きアイテムまたは読取り専用アイテムの表示条件付きアイテムまたは読取り専用アイテムの表示条件付きアイテムまたは読取り専用アイテムの表示  アイテムを条件付きで表示するには、
「条件付き表示」の条件付き表示タイプ・リストから表示タイプを選択して式を入力します。

アイテムを読取り専用に定義するには、「アイテムの読取り専用条件」で選択します。

ページ計算ページ計算ページ計算ページ計算
ページ計算を使用すると、ページが送信または表示されたときに、指定したアイテムに値を
割り当てることができます。アプリケーション・レベルの計算を使用して、アイテムに値を
割り当てることもできます。ほとんどのアプリケーション・レベルの計算は、アプリケー
ションのすべてのページで実行されます。一方、ページ・レベルで作成された計算は、ペー
ジのレンダリングまたは処理時にのみ実行されます。

アイテムおよび計算タイプの指定アイテムおよび計算タイプの指定アイテムおよび計算タイプの指定アイテムおよび計算タイプの指定  各計算には、計算の作成対象のアイテムおよび計算タイ
プを指定します。

計算ポイントおよび計算ソースの定義計算ポイントおよび計算ソースの定義計算ポイントおよび計算ソースの定義計算ポイントおよび計算ソースの定義  計算を実行するタイミングを制御するには、「計算ポ
イント」属性で順序番号および計算ポイントを指定します。計算ポイント「新しいインスタ
ンス開始時」では、新しいセッション（またはインスタンス）の生成時に計算が実行されま
す。

「計算ソース」で、式または問合せを入力してアイテムの値を計算します。計算が失敗した
場合のために、「計算エラー・メッセージ」フィールドにエラー・メッセージを定義できま
す（オプション）。

条件付き計算の作成条件付き計算の作成条件付き計算の作成条件付き計算の作成  条件付きタイプ・リストから条件タイプを選択し、式のフィールドに
テキストを入力して、計算条件を作成できます。

ページ・プロセスページ・プロセスページ・プロセスページ・プロセス
ページ・プロセスを作成して、あるタイプのコード（SQL や PL/SQL）を実行したり、レン
ダリング・エンジンにコールすることができます。通常、ページ・プロセスを作成して、な
んらかの方法でデータを変更します（たとえば、UPDATE、INSERT または DELETE を実行
します）。

ページ・プロセスは、ページのロードや送信、セッション・ステートのリセット、行の自動
処理など、特定のイベントが発生したときに実行するロジックの単位です。ファンクション
の観点からみると、ページ・レベルのプロセスとアプリケーション・レベルのプロセスに違
いはありません。違いはプロセスが発生するポイントにあります。

特定のページ・プロセス属性の詳細は、オンライン・ヘルプを参照してください。

参照参照参照参照 :

� 6-16 ページの「セッション・ステートの消去」を参照してください。

� 13-1 ページの「Oracle HTML DB API」を参照してください。
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ページ・プロセスの作成ページ・プロセスの作成ページ・プロセスの作成ページ・プロセスの作成  プロセスを作成するには、ページ・プロセスの作成ウィザードを
実行します。ページの作成プロセス中に、プロセス名を定義し、順序、プロセスの実行ポイ
ントおよびプロセス・タイプを指定します。「ページ・プロセスを編集」ページで、これら
のほぼすべての属性を変更できます。

プロセス・ポイントおよびプロセス・ソースの定義プロセス・ポイントおよびプロセス・ソースの定義プロセス・ポイントおよびプロセス・ソースの定義プロセス・ポイントおよびプロセス・ソースの定義  プロセスを実行するタイミングを制御
するには、「プロセス実行ポイント」属性で順序番号およびプロセス・ポイントを指定しま
す。「プロセスを実行」で次のいずれかのオプションを選択すると、後続のページへのアク
セス時におけるプロセスの実行を制限できます。

� ページへのアクセスごとに 1 回

� セッションごとまたはリセット時に 1 回

「ソース」で、SQL または PL/SQL のプロセス・タイプに適切なコードを入力します。プロ
セスが失敗した場合のために、「プロセス・エラー・メッセージ」フィールドにエラー・
メッセージを定義できます（オプション）。

条件付きプロセスの作成条件付きプロセスの作成条件付きプロセスの作成条件付きプロセスの作成  

「条件付きプロセス」属性で条件タイプを選択して、式を入力すると、プロセスが条件付き
で実行されるように設定できます。

「ページ・プロセス」のコンポーネント「ページ・プロセス」のコンポーネント「ページ・プロセス」のコンポーネント「ページ・プロセス」のコンポーネント
「ページ・プロセスページ・プロセスページ・プロセスページ・プロセス」で、計算、検証、プロセス、ブランチ処理などのアプリケーション・
ロジックを指定します。HTML DB エンジンは、「ページ定義」に表示された順序でこのロ
ジックを実行します。

特定のページ・プロセス属性の詳細は、オンライン・ヘルプを参照してください。この項の
内容は次のとおりです。

� 検証

� ブランチ処理

検証検証検証検証
検証を明示的に定義するには、組込み検証タイプを選択するか、またはカスタム SQL また
はカスタム PL/SQL を入力します。検証メッセージ・フィールドに、実際の検証の編集確認
を入力します。入力した検証は、選択した検証タイプと一貫性を保つ必要があることに注意
してください。検証タイプの詳細は、オンライン・ヘルプを参照してください。
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検証エラー・メッセージの表示方法の定義検証エラー・メッセージの表示方法の定義検証エラー・メッセージの表示方法の定義検証エラー・メッセージの表示方法の定義  検証エラー・メッセージをインライン表示（検
証が実行されたページで表示）するか、個別のエラー・ページで表示するかを選択できま
す。

検証エラー・メッセージの表示方法を定義するには、次の手順を実行します。

1. 「エラー・メッセージエラー・メッセージエラー・メッセージエラー・メッセージ」フィールドに、エラー・メッセージ・テキストを入力します。

2. 「エラー・メッセージ表示位置エラー・メッセージ表示位置エラー・メッセージ表示位置エラー・メッセージ表示位置」リストから表示位置を選択します。

3. 手順 2 で「フィールドでインライン表示フィールドでインライン表示フィールドでインライン表示フィールドでインライン表示」または「フィールドおよび通知でインラインフィールドおよび通知でインラインフィールドおよび通知でインラインフィールドおよび通知でインライン
表示表示表示表示」のいずれかを選択した場合は、関連付けられたアイテム関連付けられたアイテム関連付けられたアイテム関連付けられたアイテムのリストからエラー・
メッセージに関連付けられたアイテムを選択します。

検証の条件付き実行検証の条件付き実行検証の条件付き実行検証の条件付き実行  「条件付き検証プロセス」で、検証を実行するタイミングおよび検証を
実行するかどうかを制御できます。ユーザーがボタンをクリックしたときに検証を実行させ
るには、「対象ボタン」リストから選択します。

条件付きタイプ・リストから条件タイプを選択し、式のフィールドにテキストを入力して、
その他の条件を追加できます。

ブランチ処理ブランチ処理ブランチ処理ブランチ処理
ブランチは、特定のページ、プロシージャまたは URL へのリンクに対する指示です。たと
えば、ページ 1 の送信後、ページ 1 からページ 2 にブランチできます。

ブランチ・タイプブランチ・タイプブランチ・タイプブランチ・タイプ  新しいブランチを作成するには、ページ・ブランチの作成ウィザードを
実行して、ブランチ・ポイントおよびブランチ・タイプを指定します。ブランチ・タイプ
は、作成するブランチのタイプを定義します。ブランチ・タイプの詳細は、オンライン・ヘ
ルプを参照してください。

ブランチ・ポイントおよびブランチ・アクションの定義ブランチ・ポイントおよびブランチ・アクションの定義ブランチ・ポイントおよびブランチ・アクションの定義ブランチ・ポイントおよびブランチ・アクションの定義  ブランチを作成するタイミングを
指定するには、「ブランチ・ポイント」リストからブランチ・ポイントを選択します。有効
なオプションは次のとおりです。

� 送信時送信時送信時送信時 : 計算の前計算の前計算の前計算の前 : 計算、検証またはプロセスの前にブランチが実行されます。このオプ
ションは、プロセスを起動する必要がないボタン（「取消」ボタンなど）に使用します。

� 送信時送信時送信時送信時 : 検証の前検証の前検証の前検証の前 : 計算の後、検証またはプロセスの前にブランチが実行されます。検証
が失敗すると、ページ・プロセスは停止し、ロールバックが実行され、ページにエラー
が表示されます。このデフォルト動作のために、ブランチを作成して検証を提供する必
要がありません。ただし、計算の結果に応じてブランチする必要がある場合があります

（たとえば、前のブランチ・ポイントに戻る場合）。

� 送信時送信時送信時送信時 : プロセスの前プロセスの前プロセスの前プロセスの前 : 計算および検証の後、プロセスの前にブランチが実行されます。
このオプションを使用すると、検証されたセッション・ステートに基づいて、ページ・
プロセスの実行前にブランチされます。
Application Builder の使用 7-51



ページ定義の編集
� 送信時送信時送信時送信時 : プロセスの後プロセスの後プロセスの後プロセスの後 : 計算、検証およびプロセスの後にブランチが実行されます。この
オプションを使用すると、計算、検証およびプロセスの実行後に URL またはページに
ブランチされます。このオプションを使用する際、任意のブランチ・ポイントに複数の
ブランチが存在する場合は、ブランチを順序付ける必要があります。

� ロード時ロード時ロード時ロード時 : ヘッダーの前ヘッダーの前ヘッダーの前ヘッダーの前 : ページのレンダリング前にブランチが実行されます。このオプ
ションを使用すると、カレント・ページではなく別のページが表示されるか、または
ユーザーが別の URL またはプロシージャにリダイレクトされます。

選択したブランチ・タイプによっては、「ブランチ・アクション」属性に次の追加情報を指
定できます。

� ブランチ先ページのページ ID

� PL/SQL コード

� URL アドレス

条件付きブランチ処理条件付きブランチ処理条件付きブランチ処理条件付きブランチ処理  Application Builder の他のコンポーネントと同様に、ブランチが条
件付きで実行されるように設定できます。条件付きブランチを作成するには、条件付きタイ
プ・リストから条件タイプを選択し、その条件タイプを実装するテキストを式のフィールド
に入力します。

ページ属性の編集ページ属性の編集ページ属性の編集ページ属性の編集
ページ属性は、特定のページにのみ適用されます。ページ属性には、「ページ定義」ページ
からアクセスします。

ページ属性を編集するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

選択したアプリケーションのページ・リストが、ページの下部に表示されます。

3. 次のいずれかの操作を実行して、特定のページにナビゲートします。

� 「ページを編集」フィールドにページ ID を入力して、「実行実行実行実行」をクリックします。

� ページ名をクリックします。

4. 「ページ」の下にある「編集編集編集編集」をクリックして、既存のページ属性を変更します。

必要な値には赤いアスタリスク（*）が付いています。特定のページ属性の詳細は、オンラ
イン・ヘルプを参照してください。
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この項の内容は次のとおりです。

� プライマリ・ページの属性

� HTML ヘッダー

� ページ・ヘッダー、フッターおよびテキストの属性

� ロード時の JavaScript

� セキュリティ

� ページ送信の重複確認

� エラー発生時のテキスト

� ページ・ヘルプ・テキスト

� コメント

プライマリ・ページの属性プライマリ・ページの属性プライマリ・ページの属性プライマリ・ページの属性
次の属性を使用して、ページ名、英数字の別名（オプション）、ブラウザのタイトルなど、
カレント・ページの一般的な属性を定義します。表 7-10 に、編集可能なプライマリ・ページ
の属性を示します。

参照参照参照参照 : 新しいページを作成する方法の詳細は、7-13 ページの「ウィザー
ドを使用した新しいページの作成」を参照してください。

表表表表 7-10 プライマリ・ページの属性プライマリ・ページの属性プライマリ・ページの属性プライマリ・ページの属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明

名前 カレント・ページの名前を指定します。この名前は、ページ ID お

よびページ・タイトルとともに、多くの Oracle HTML DB ページ

およびレポートで使用されます。

ページの別名 このページの英数字の別名を入力します。たとえば、アプリケー
ション 100 のページ 1 で作業している場合、別名「home」を作成

できます。その後、次の f?p構文を使用して他のページからこの

ページにアクセスできます。

f?p=100:home

標準タブ・セット このページの 1 番目のレベルのタブに使用するタブを選択します。

タイトル ブラウザ・ウィンドウに表示するタイトルを入力します。このタ
イトルは、HTML の次の title タグの間に挿入されます。

<TITLE></TITLE>
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HTML ヘッダーヘッダーヘッダーヘッダー
この属性を使用して、ページ・テンプレート・ヘッダー内の #HEAD#置換文字列を置換しま
す。ここで入力する値は、HTML <HEAD>タグの後に挿入されます。この属性を使用する
と、次のタスクを実行できます。

� ページ固有のインライン・カスケード・スタイル・クラスのコード化

� 特定のページのスタイルシートの追加

� ページ固有の JavaScript のコード化

� ページ固有のメタ・タグ・ページ・リフレッシュのコード化

ページ・ヘッダー、フッターおよびテキストの属性ページ・ヘッダー、フッターおよびテキストの属性ページ・ヘッダー、フッターおよびテキストの属性ページ・ヘッダー、フッターおよびテキストの属性
次の属性を使用して、ページ・ヘッダー、ボディ・ヘッダー、ボディ・フッターおよびペー
ジ・フッターのテキストを定義します。表 7-11 に、編集可能なプライマリ・ページの属性を
示します。

初のアイテム ページが表示される際にフォーカスをページの 初のアイテムに
設定する JavaScript を有効にするには、AUTO_FIRST_ITEMを選

択します。この動作を無効にするには、NO_FIRST_ITEMを選択

します。

ページ・テンプレート このページの外観を制御するページ・テンプレートを選択します。
この選択値によって、アプリケーション・テンプレートが上書き
されます。

表表表表 7-11 ページ・ヘッダー、フッターおよびテキストの属性ページ・ヘッダー、フッターおよびテキストの属性ページ・ヘッダー、フッターおよびテキストの属性ページ・ヘッダー、フッターおよびテキストの属性

属性属性属性属性 説明説明説明説明

ヘッダー・テキスト ページ・テンプレート・ヘッダーの後、ページ・テンプレート・
ボディの前に表示されます。

ボディ・ヘッダー リージョンの表示前に表示されます。ページ・テンプレート
#BOX_BODY#置換文字列の前に表示されます。

ボディ・フッター リージョンの表示後に表示されます。ページ・テンプレート
#BOX_BODY#置換文字列の後に表示されます。

フッター ページ・テンプレート・ボディの後、ページ・テンプレート・
フッターの前に表示されます。

表表表表 7-10 プライマリ・ページの属性プライマリ・ページの属性プライマリ・ページの属性プライマリ・ページの属性（続き）（続き）（続き）（続き）

属性属性属性属性 説明説明説明説明
7-54 Oracle HTML DB ユーザーズ・ガイド



ページ定義の編集
ロード時のロード時のロード時のロード時の JavaScript
この属性を使用して、JavaScript のコールなどの onLoad イベントを追加します。この機能
を使用するには、ページ・テンプレートに #ONLOAD#が含まれている必要があります。

ページの HTML ボディ属性を使用すると、生成された HTML を完全に制御できます。この
機能を使用して、BODYタグのコンテンツに記述します。たとえば、ページ・テンプレート
で次のとおり定義できます。

<html.
<head>
...
</head.
<body #ONLOAD# >

セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ
この属性を使用して、カレント・ページの認可スキームおよび認証方式を指定します。

「認可スキーム」リストから、ページに適用する認可スキームを選択します。認可スキーム
はアプリケーション・レベルで定義され、アプリケーション内の多くの要素に適用できま
す。認可スキームは、アプリケーション・セッション（セッションの作成時）ごとに 1 回評
価されるか、ページ・ビューごとに 1 回評価されるように設定されます。選択した認可ス
キームが true と評価された場合、ページが表示されます（他の定義された条件に従います）。
false と評価された場合、ページは表示されず、エラー・メッセージが表示されます。

「認証」リストから、このページがパブリック・ページとして定義されているか、または認
証が必要かを指定します。ページをパブリック・ページとして指定した場合、ページは認証
の前に表示されます。この属性は、アプリケーションで SCHEME 認証が使用されている場
合にのみ適用されます。アプリケーションのページ監視ファンクションは、このページ属性
にアクセスして、表示前に事前認証が不要なページを識別できます。認証スキームのページ
監視ファンクションの実装によって、この PAGE_IS_PUBLIC ページ属性が影響を及ぼすか
どうかが判別されます。

ページ送信の重複確認ページ送信の重複確認ページ送信の重複確認ページ送信の重複確認
「複製ページの送信を許可」リストを使用して、Oracle HTML DB でユーザーがページを繰
り返し処理できるかどうかを指定します。これは、ユーザーがブラウザの「戻る」ボタンを
クリックし、そのページを再度送信した場合や、ブラウザの「更新」ボタンをクリックした
場合に発生します。

この属性を「いいえ」に設定すると、ページの重複送信が回避されます。
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構成管理構成管理構成管理構成管理
ビルド・オプションを使用すると、機能を有効または無効にできます。ほとんどのアプリ
ケーション属性は、ビルド・オプション属性を持ちます。特定のインストールからそのオブ
ジェクトを排除する場合以外は、ビルド・オプションを指定しないでください。ビルド・オ
プションは、INCLUDEまたは EXCLUDEという 2 つの値をとることができます。属性が
EXCLUDED の場合、その属性は存在しないものとして処理されます。

エラー発生時のテキストエラー発生時のテキストエラー発生時のテキストエラー発生時のテキスト
この属性を使用して、ページ・テンプレートに含まれる #NOTIFICATION_MESSAGE#置換
文字列に表示されるエラー・テキストを指定します。

ページ・ヘルプ・テキストページ・ヘルプ・テキストページ・ヘルプ・テキストページ・ヘルプ・テキスト
この属性を使用して、カレント・ページのヘルプ・テキストを入力します。ページ・レベ
ル・ヘルプは、次の構文を使用したショートカットをサポートします。

"SHORTCUT_NAME"

ヘルプ・テキストは、ヘルプ・システムを使用して表示されます。このヘルプ・システムは
開発する必要があります。特定のページのヘルプを表示するには、ヘルプ・テキストを表示
するために作成したページから WWV_APPLICATION.HELPプロシージャをコールします。
たとえば、次のようなナビゲーション・バー・アイコンを使用できます。

f?p=4000:4600:&SESSION::&DEBUG::LAST_STEP:&APP_PAGE_ID

この例では、ページ 4600 で HTMLDB_APPLICATION.HELPプロシージャがコールされ、ヘ
ルプが表示されるページ ID が渡されます。

コメントコメントコメントコメント
この属性を使用して、カレント・ページに関する開発者のコメントを記録します。

参照参照参照参照 : 6-11 ページの「ビルド・オプションを使用した構成の制御」を参
照してください。

参照参照参照参照 : 7-18 ページの「ページ・テンプレートの編集」を参照してくださ
い。

参照参照参照参照 : 8-43 ページの「ヘルプ・ページの作成」を参照してください。
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ページの実行ページの実行ページの実行ページの実行
HTML DB エンジンは、データベース表に格納されたデータに基づいて、ページを動的にレ
ンダリングおよび処理します。レンダリングされたアプリケーションを表示するには、アプ
リケーションを実行するか、または HTML DB エンジンに送信します。新しいページを作成
したら、そのページを個別に実行するか、またはアプリケーション全体を実行できます。

ページ定義からページを実行するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

選択したアプリケーションのページ・リストが、ページの下部に表示されます。

3. 特定のページにナビゲートします。

ページ定義が表示されます。

4. 左側のナビゲーション・ペインで、「ページを実行ページを実行ページを実行ページを実行」をクリックします。

アプリケーション全体を実行するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「実行実行実行実行」アイコンをクリックします。
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アプリケーション・コンポーネントの
8

アプリケーション・コンポーネントの構築アプリケーション・コンポーネントの構築アプリケーション・コンポーネントの構築アプリケーション・コンポーネントの構築

この章では、Application Builder で、様々なタイプのアプリケーション・コンポーネントを
構築する方法を説明します。

この章の内容は次のとおりです。

� 各ページのコンポーネントの表示

� ナビゲーションの追加

� リージョンの作成

� ボタンの作成

� LOV の作成

� フォームの作成

� レポートの作成

� チャートの作成

� カレンダの作成

� レイアウトおよびユーザー・インタフェースの指定

� ヘルプ・ページの作成

� アプリケーションからの電子メールの送信
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各ページのコンポーネントの表示各ページのコンポーネントの表示各ページのコンポーネントの表示各ページのコンポーネントの表示
アプリケーションのページ 0（ゼロ）は、マスター・ページとして機能します。ページ 0 に
追加したすべてのコンポーネントは、HTML DB エンジンによってアプリケーション内の各
ページにレンダリングされます。HTML DB エンジンによってコンポーネントをレンダリン
グするか、または条件を定義することによって計算、検証またはプロセスを実行するかを制
御することもできます。

ページ 0（ゼロ）を作成するには、次の手順を実行します。

1. 新しいページを作成します。

2. ページ ID を 0（ゼロ）に指定します。

ナビゲーションの追加ナビゲーションの追加ナビゲーションの追加ナビゲーションの追加
アプリケーションの構築時、タブ・セット、ナビゲーション・バー、メニュー、ツリー、リ
ストなど、ナビゲーションのための様々なタイプを含めることができます。この項では、ア
プリケーションでナビゲーションを実装する方法について説明します。

この項の内容は次のとおりです。

� タブ・セットの作成

� ナビゲーション・バーの作成

� メニューの作成

� ツリーの作成

� リストの作成

� ブランチの作成

タブ・セットの作成タブ・セットの作成タブ・セットの作成タブ・セットの作成
タブは、アプリケーションのページ間でのナビゲートに有効な方法です。親タブ、標準タブ
および Oracle HTML DB リストを使用して、アプリケーションのタブ付きの外観を作成でき
ます。

参照参照参照参照 :

� ページを作成する方法の詳細は、7-13 ページの「ウィザードを使用し
た新しいページの作成」を参照してください。

� 6-9 ページの「条件付きのレンダリングおよびプロセスの理解」を参
照してください。

� A-1 ページの「使用可能な条件」を参照してください。
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Application Builder には、次の 2 つのタイプのタブが含まれています。

� 標準タブ

� 親タブ

タブが 1 レベルのみのアプリケーションでは、標準タブ・セットを使用します。標準タブ・
セットは、特定のページおよびページ ID に関連付けられます。標準タブ・セットを使用す
ると、特定のページにユーザーをリンクできます。親タブ・セットは、標準タブのグループ
を保持するコンテナとして機能します。親タブを使用すると、ナビゲーションのレベルおよ
びアプリケーション内でのコンテキスト（位置）を増やすことができます。親タブを使用す
ると、特定のページに関連付けられた特定の URL にユーザーをリンクできます。

次の項では、アプリケーションにタブ・セットを追加する方法について説明します。

テンプレートのサポートの概要テンプレートのサポートの概要テンプレートのサポートの概要テンプレートのサポートの概要
親タブおよび標準タブを作成する前に、アプリケーション・レベルのテンプレートで、適切
な置換文字列を使用して標準タブおよび親タブの両方に位置を定義していることを確認する
必要があります。このテンプレートは、ページ・レベルで上書きしないでください。

タブ・マネージャを使用したタブ情報の管理タブ・マネージャを使用したタブ情報の管理タブ・マネージャを使用したタブ情報の管理タブ・マネージャを使用したタブ情報の管理
タブ・マネージャを使用して、タブ情報を管理します。タブ・マネージャには、「タブタブタブタブ」タ
ブから、またはページ定義で「ビュービュービュービュー」をクリックしてアクセスできます。

Application Builder からタブ・マネージャに直接アクセスするには、次の手順を実行しま
す。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

注意注意注意注意 : アプリケーションの作成ウィザードを実行すると、オプションで、
タブ付きのアプリケーションを作成することができます。次の手順では、
タブ付きでないアプリケーションを作成済であると想定しています。

参照参照参照参照 : 7-11 ページの「新しいアプリケーションの作成」を参照してくだ
さい。

参照参照参照参照 :

� アプリケーション・レベルでデフォルトのページ・テンプレートを設
定する方法の詳細は、7-34 ページの「ユーザー・インタフェース・テ
ンプレート」を参照してください。

� ページ・レベルでテンプレートを設定する方法の詳細は、7-53 ページ
の「プライマリ・ページの属性」を参照してください。
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2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「タブタブタブタブ」タブを選択します。

タブ・マネージャが表示され、アプリケーションで定義されたタブがグラフィカルに表
示されます。

4. 別のタブをカレントに設定するには、そのタブをクリックします。

2 つの「追加」ボタンがあることに注意してください。親タブを追加するには、図形の
右上にある「追加」ボタンを使用します。標準タブを追加するには、図形の左下にある

「追加」ボタンを使用します。

5. 新しいタブを追加するには、該当するタブ・タイプの横にある「追加追加追加追加」をクリックしま
す。

親タブは、標準タブを保持するためのコンテナであると考えます。たとえば、2 つのレ
ベルのタブを追加するには、 初に親タブを作成し、次にこの親タブに標準タブを追加
します。

ページ定義からタブ・マネージャにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

4. 「共有コンポーネント」で、「親タブ」ヘッダーまたは「標準タブ」ヘッダーの右にある
「ビュービュービュービュー」をクリックします。

タブ・マネージャが表示され、アプリケーションで定義されたタブがグラフィカルに表
示されます。現在選択されている標準タブまたは親タブがハイライト表示されていま
す。

5. 別のタブをカレントに設定するには、そのタブをクリックします。

6. 新しいタブを追加するには、該当するタブ・タイプの横にある「追加追加追加追加」をクリックしま
す。

標準タブのタスク・リストの概要標準タブのタスク・リストの概要標準タブのタスク・リストの概要標準タブのタスク・リストの概要
ページの右下にある「標準タブのタスク」リストからオプションを選択することによって、
タブ・マネージャ内でタブを編集できます。たとえば、新しい標準タブ・セットを追加する
には、「新しいタブ・セットを作成新しいタブ・セットを作成新しいタブ・セットを作成新しいタブ・セットを作成」を選択します。新しい標準タブを追加するには、「新し新し新し新し
いタブを作成いタブを作成いタブを作成いタブを作成」を選択します。
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ナビゲーション・バーの作成ナビゲーション・バーの作成ナビゲーション・バーの作成ナビゲーション・バーの作成
ナビゲーション・バー（図 8-1 を参照）を使用すると、アプリケーションのページ間を容易
に移動できます。ナビゲーション・バーの位置は、関連付けられたページ・テンプレートに
よって異なります。ナビゲーション・バー・アイコンを使用すると、イメージまたはテキス
トからのリンクを表示できます。ナビゲーション・バー・エントリは、イメージ、説明付き
のイメージまたはテキストです。ナビゲーション・バー・エントリのイメージおよびテキス
トを指定する必要があります。ナビゲーション・バー・エントリの作成時に、イメージ、テ
キスト、表示順序または URL を指定できます。

図図図図 8-1 ナビゲーション・バー・エントリナビゲーション・バー・エントリナビゲーション・バー・エントリナビゲーション・バー・エントリ

次の項では、アイコンを含むナビゲーション・バー・エントリおよびアイコンを含まないナ
ビゲーション・バーを作成する方法について説明します。

ナビゲーション・バー・エントリの作成ナビゲーション・バー・エントリの作成ナビゲーション・バー・エントリの作成ナビゲーション・バー・エントリの作成
ナビゲーション・バーを追加するには、ナビゲーション・バー・エントリを作成する必要が
あります。

アイコンを参照するナビゲーション・バー・エントリを作成するには、次の手順を実行しま
す。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。
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3. 「ナビゲーション・バーナビゲーション・バーナビゲーション・バーナビゲーション・バー」タブを選択します。

4. 「作成作成作成作成」をクリックして、ナビゲーション・バー・エントリの作成ウィザードを実行し
ます。

5. 次のナビゲーション・バー・エントリ属性を指定します。

� 順序

� alt タグ・テキスト

� アイコン・イメージ名

� イメージの高さおよびイメージの幅

� テキスト

ターゲット位置を指定します。

6. ターゲット位置が URL の場合、次の手順を実行します。

� 「ターゲット・タイプ」で、「URL」を選択します。

� 「URL ターゲット」で、URL を入力します。

7. ターゲット位置がページの場合、次の手順を実行します。

� 「ターゲット・タイプ」で、「このアプリケーションのページこのアプリケーションのページこのアプリケーションのページこのアプリケーションのページ」を選択します。

� 「ページ」で、ページ番号を指定します。

8. ナビゲーション・バー・エントリを条件付きで表示する場合、適切な条件情報を指定し
て、「ナビゲーション・バー・エントリを作成ナビゲーション・バー・エントリを作成ナビゲーション・バー・エントリを作成ナビゲーション・バー・エントリを作成」をクリックします。

アイコンを含まないナビゲーション・バー・エントリを作成するには、次の手順を実行しま
す。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「ナビゲーション・バーナビゲーション・バーナビゲーション・バーナビゲーション・バー」タブを選択します。

4. 「作成作成作成作成」をクリックして、ナビゲーション・バー・エントリの作成ウィザードを実行し
ます。
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5. 次のアイコン属性を指定します。

� 順序

� テキスト

6. ターゲット位置を指定します。

� ターゲットが URL の場合、f?p構文を使用して、「URL ターゲット」フィールドに
位置を指定します。次に例を示します。

f?p=160:5:&SESSION.

� ターゲットが別のページである場合、「ページ」フィールドにページ番号を入力し
ます。

7. ナビゲーション・バー・エントリを条件付きで表示する場合、適切な条件情報を指定し
て、「ナビゲーション・バー・エントリを作成ナビゲーション・バー・エントリを作成ナビゲーション・バー・エントリを作成ナビゲーション・バー・エントリを作成」をクリックします。

ナビゲーション・バーの情報を管理するには、次の手順を実行します。

1. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

2. 「ナビゲーション・バー」ヘッダーの右にある「ビュービュービュービュー」をクリックします。

「ナビゲーション・バー」ページが表示されます。

3. 「ナビゲーション・バー」ページでは、次の操作を実行できます。

� 特定のエントリの詳細の表示。これを行うには、「編集」アイコンをクリックしま
す。

� グリッド・ビューへのアクセス。これを行うには、「グリッド・ビューグリッド・ビューグリッド・ビューグリッド・ビュー」をクリッ
クします。

� 新しいアイコンの作成。これを行うには、「作成作成作成作成」をクリックします。

メニューの作成メニューの作成メニューの作成メニューの作成
メニューを使用すると、階層的にナビゲートできます。メニューは、テンプレートを使用し
て表示されるリンクの階層的なリストです。メニューは、リンクのリストまたは軌跡パスと
して表示できます。
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図 8-2 に示すとおり、軌跡スタイルのメニューには、アプリケーション内の階層でのユー
ザーの位置が表示されます。また、特定のページをクリックしてこのページを即時に表示で
きます。追加した軌跡メニューは、2 番目のレベルのナビゲーションとして機能し、各ペー
ジの上部にある標準タブの下に表示されます。

図図図図 8-2 軌跡スタイルのメニュー軌跡スタイルのメニュー軌跡スタイルのメニュー軌跡スタイルのメニュー

メニューの作成メニューの作成メニューの作成メニューの作成
アプリケーションにメニューを追加するには、メニュー・ウィザードを実行してメニューを
作成する必要があります。

メニューを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. Application Builder が表示されたら、「メニューメニューメニューメニュー」タブを選択します。

3. 新しいメニューを作成するには、「作成作成作成作成」をクリックして、画面に表示される手順に従
います。

作成したメニューには、オプションを追加する必要があります。

4. メニュー・リストから、作成したメニューを選択し、「メニュー・オプションを作成メニュー・オプションを作成メニュー・オプションを作成メニュー・オプションを作成」
をクリックします。
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5. 「メニュー・オプション」ページで、次の属性を指定します。

� ページページページページ ID: このメニューをカレントに設定するページを指定します。

� 表示順序表示順序表示順序表示順序 : メニュー・オプションを表示する順序を指定します。

� 親メニュー・オプション親メニュー・オプション親メニュー・オプション親メニュー・オプション : このメニュー・エントリの親を指定します。

� 短縮名短縮名短縮名短縮名 : （メニュー・テンプレートで参照される）このメニュー・オプションの短
縮名を指定します。

� 詳細な名前詳細な名前詳細な名前詳細な名前 : （メニュー・テンプレートで参照される）このメニュー・オプション
の詳細な名前を指定します。

6. ターゲット位置を指定します。

ターゲット位置が URL の場合、次の手順を実行します。

� 「ターゲット・タイプ」で、「URL」を選択します。

� 「URL ターゲット」で、URL を入力します。

ターゲット位置がページの場合、次の手順を実行します。

� 「ターゲット・タイプ」で、「このアプリケーションのページこのアプリケーションのページこのアプリケーションのページこのアプリケーションのページ」を選択します。

� 「ページ」で、ページ番号を指定します。

7. メニュー属性の定義の終了後、「作成作成作成作成」をクリックします。

作成する必要がある各メニュー・オプションに対して、これらの手順を実行します。

メニュー・テンプレートの作成メニュー・テンプレートの作成メニュー・テンプレートの作成メニュー・テンプレートの作成
メニューは、テンプレートを使用して表示されます。

メニュー・テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. Application Builder が表示されたら、「テンプレートテンプレートテンプレートテンプレート」タブを選択します。

3. 「メニュー・テンプレート」までスクロールして、「作成作成作成作成 / コピーコピーコピーコピー」をクリックします。

メニュー・テンプレートの作成ウィザードが表示されます。

4. 「メニュー・テンプレートを作成」で、テンプレートを 初から作成するか、または他
のテンプレートをコピーするかを選択します。
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5. 画面で求められた場合、次の置換文字列を使用して、メニューに対して適切な HTML
を入力します。

� #LINK#: メニュー・オプションのアンカー・ターゲット

� #NAME#: メニュー・オプションの短縮名

� #LONG_NAME#: メニュー・オプションの詳細名

ページへのメニューの追加ページへのメニューの追加ページへのメニューの追加ページへのメニューの追加
メニューおよびメニュー・テンプレートを作成したら、次に、リージョンを作成してリー
ジョン・タイプを「メニュー」に指定することによって、このメニューをページに追加しま
す。

ページにメニューを追加するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

3. 「リージョン」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

4. リージョンの作成ウィザードを実行して、次の手順を実行します。

� リージョン・タイプに「メニューメニューメニューメニュー」を選択します。

� タイトルを入力します。

� メニューおよびメニュー・テンプレートを選択します。

5. 「メニュー・リージョンを作成メニュー・リージョンを作成メニュー・リージョンを作成メニュー・リージョンを作成」をクリックします。

メニューを追加する各ページに対して、これらの手順を実行します。

動的メニューの作成の概要動的メニューの作成の概要動的メニューの作成の概要動的メニューの作成の概要
より詳細なコンテキストを表示するために、メニューにセッション・ステートを含めて、メ
ニューを動的にすることができます。たとえば、アプリケーションのページに特定の会社に
関する注文のリストが表示される場合に、次の軌跡メニューを含めるとします。

Home > Orders > Orders for ACME Inc

この例で、ACME Incは、ユーザーが現在表示しているページのみでなく、ナビゲーショ
ン・パスも示しています。HTML DB エンジンによって、ACME Inc. のセッション・ステー
トの値が格納されます。

このタイプの動的メニューを作成するには、メニューの短縮名または詳細な名前に、セッ
ション・ステート・アイテムへの参照を含める必要があります。次に例を示します。

&COMPANY_NAME.
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ツリーの作成ツリーの作成ツリーの作成ツリーの作成
アプリケーションにツリーを作成すると、階層的なデータまたは複数のレベルのデータ間で
効率的に通信を行うことができます。

ツリーを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「ツリーツリーツリーツリー」タブを選択し、「作成作成作成作成」をクリックします。

4. 画面に表示される手順に従って、基本的なページ情報を入力します。

5. 「ツリー名」を入力して、「デフォルト展開レベル」を指定します。

6. 「ツリーを開始」で、ツリーの開始ノードの作成方法を指定します。

� ポップアップポップアップポップアップポップアップ LOV を含む新しいアイテムに基づくを含む新しいアイテムに基づくを含む新しいアイテムに基づくを含む新しいアイテムに基づく : ポップアップ LOV を含む新し
いアイテムに基づくツリーを作成します。ツリー表から値を選択および表示して戻
すための LOV 問合せが必要です。ページにアクセスするたびに異なる開始点を選
択するには、この方法を使用します。

� SQL 問合せに基づく問合せに基づく問合せに基づく問合せに基づく : SQL 問合せに基づくツリーを作成します。ツリー表から主
キーを選択する SQL 問合せが必要です。

� 静的な値静的な値静的な値静的な値 : 静的値に基づくツリーを作成します。

オプション「ポップアップポップアップポップアップポップアップ LOV を含む新しいアイテムに基づくを含む新しいアイテムに基づくを含む新しいアイテムに基づくを含む新しいアイテムに基づく」を使用すると、ペー
ジにアクセスするたびに異なる開始点を選択できることに注意してください。残りの 2
つのオプションの開始点は、常に同じです。

ノード・データが含まれる表に基づくツリーを構築します。この実表には、ID（主
キー）、および表の外部キーとして機能する親 ID が含まれている必要があります。これ
らの ID によって、ツリーのレベル数が決定されます。

7. 画面に表示される手順に従い、ツリーの基となる表の所有者および名前を指定します。

8. 「リンク・オプション」で、「既存のアプリケーション・アイテム既存のアプリケーション・アイテム既存のアプリケーション・アイテム既存のアプリケーション・アイテム」を選択して、リー
フ・ノードのテキストをリンクにします。
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リストの作成リストの作成リストの作成リストの作成
図 8-3 に示すとおり、リストはリンクの共有コレクションです。リストの外観は、リスト・
テンプレートで制御します。各リスト要素には、いつ表示するかを制御できる表示条件があ
ります。リスト要素は、特定のページについてカレントまたは非カレントのいずれかに定義
できます。また、テンプレート属性を使用して、カレント時の外観を指定できます。ページ
にリストを追加するには、リージョンを作成してリージョン・タイプを「リスト」に指定し
ます。

図図図図 8-3 リストリストリストリスト

リストの作成リストの作成リストの作成リストの作成
アプリケーションにリストを追加するには、リスト・ウィザードを実行してリストを作成す
る必要があります。

リストを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. Application Builder が表示されたら、「リストリストリストリスト」タブを選択します。

3. 新しいリストを作成するには、「リストを作成リストを作成リストを作成リストを作成」をクリックして、画面に表示される手
順に従います。

作成したリストには、アイテムを追加する必要があります。

4. リストを選択して、リスト・アイテムの作成ボタンをクリックします。

5. 「リスト・アイテム」ページで、ラベル属性および順序属性を指定します。
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6. ターゲット位置を指定します。

ターゲット位置が URL の場合、次の手順を実行します。

� 「ターゲット・タイプ」で、「URL」を選択します。

� 「URL ターゲット」で、URL を入力します。

ターゲット位置がページの場合、次の手順を実行します。

� 「ターゲット・タイプ」で、「このアプリケーションのページこのアプリケーションのページこのアプリケーションのページこのアプリケーションのページ」を選択します。

� 「ページ」で、ページ番号を指定します。

7. リスト属性の定義の終了後、「作成作成作成作成」または「作成後、別のものを作成作成後、別のものを作成作成後、別のものを作成作成後、別のものを作成」をクリックし
ます。

ページへのリストの追加ページへのリストの追加ページへのリストの追加ページへのリストの追加
リストを作成したら、次に、リージョンを作成してリージョン・タイプを「リスト」に指定
することによって、このリストをページに追加します。

ページにリストを追加するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

3. 「リージョン」で、「作成作成作成作成」をクリックして、リージョンの作成ウィザードを実行しま
す。

4. リージョン・タイプに「リストリストリストリスト」を選択します。

5. リージョン属性を指定します。

� タイトルを入力します。

� リージョン・テンプレートを選択します。

� 表示ポイントを指定します。

� 順序を指定します。

6. 「リスト・リージョンを作成リスト・リージョンを作成リスト・リージョンを作成リスト・リージョンを作成」をクリックします。

リストを追加する各ページに対して、これらの手順を実行します。
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リスト・テンプレートの作成の概要リスト・テンプレートの作成の概要リスト・テンプレートの作成の概要リスト・テンプレートの作成の概要
リストの外観は、リスト・テンプレートで制御します。

新しいリスト・テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. Application Builder が表示されたら、「テンプレートテンプレートテンプレートテンプレート」タブを選択します。

3. 「リスト・テンプレート」までスクロールして、「作成作成作成作成 / コピーコピーコピーコピー」をクリックします。

メニュー・テンプレートの作成ウィザードが表示されます。

4. 新しいリスト・テンプレートの作成方法を指定し、画面に表示される手順に従います。

ブランチの作成ブランチの作成ブランチの作成ブランチの作成
ブランチは、特定のページ、プロシージャまたは URL へのリンクに対する指示です。たと
えば、ページ 1 の送信後、ページ 1 からページ 2 にブランチできます。

新しいブランチを作成するには、ページ・ブランチの作成ウィザードを実行して、ブラン
チ・ポイントおよびブランチ・タイプを指定します。ブランチ・タイプは、作成するブラン
チのタイプを定義します。

ブランチを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

4. 「ブランチ処理」で、「作成作成作成作成」をクリックして、ページ・ブランチの作成ウィザードを実
行します。

5. ブランチ・ポイントを選択します。

� 送信時送信時送信時送信時 : 計算の前計算の前計算の前計算の前 : 計算、検証またはプロセスの前にブランチが実行されます。この
オプションは、「取消」ボタンに使用します。

� 送信時送信時送信時送信時 : 検証の前検証の前検証の前検証の前 : 計算の後、検証またはプロセスの前にブランチが実行されます。
通常は使用しません。検証が失敗すると、ページ・プロセスは停止し、ロールバッ
クが実行され、ページにエラーが表示されます。このデフォルト動作のために、ブ
ランチを作成して検証を提供する必要がありません。ただし、計算の結果に応じて
ブランチする必要がある場合があります（たとえば、前のブランチ・ポイントに戻
る場合）。

� 送信時送信時送信時送信時 : プロセスの前プロセスの前プロセスの前プロセスの前 : 計算および検証の後、プロセスの前にブランチが実行されま
す。このオプションを使用すると、検証されたセッション・ステートに基づいて、
ページ・プロセスの実行前にブランチされます。
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� 送信時送信時送信時送信時 : プロセスの後プロセスの後プロセスの後プロセスの後 : 計算、検証およびプロセスの後にブランチが実行されます。
このオプションを使用すると、計算、検証およびプロセスの実行後に URL または
ページにブランチされます。このオプションを使用する際、任意のブランチ・ポイ
ントに複数のブランチが存在する場合は、ブランチを順序付ける必要があります。

� ロード時ロード時ロード時ロード時 : ヘッダーの前ヘッダーの前ヘッダーの前ヘッダーの前 : ページのレンダリング前にブランチが実行されます。この
オプションを使用すると、カレント・ページではなく別のページが表示されるか、
またはユーザーが別の URL またはプロシージャにリダイレクトされます。

6. ブランチ・タイプを選択します。

ブランチ・タイプに応じて、後続のページに関する次の情報を指定します。

� ブランチ先ページのページ ID

� PL/SQL コード

� URL アドレス

7. 画面に表示される手順に従います。

リージョンの作成リージョンの作成リージョンの作成リージョンの作成
リージョンはページの任意の領域であり、HTML コンテンツを生成するための特定のテンプ
レートが使用されています。各ページには任意の数のリージョンを設定できます。リージョ
ンを使用すると、ページ・コンポーネント（アイテムやボタン）をグループ化できます。追
加の HTML を生成しない単純なリージョンを作成したり、HTML 表やイメージ内でコンテ
ンツを形成する詳細なリージョンを作成できます。

リージョンは、HTML 表の列内では順番に表示されます。ページ・テンプレートに定義され
た位置にリージョンを明示的に配置することもできます。条件付きでリージョンを表示する
ように選択することもできます。

この項の内容は次のとおりです。

� 新しいリージョンの作成

� リージョンを使用したフォームの構築

� リージョンを使用したレポートの構築

� URL に基づくリージョン

� PL/SQL 動的コンテンツに基づくリージョン
アプリケーション・コンポーネントの構築 8-15



リージョンの作成
新しいリージョンの作成新しいリージョンの作成新しいリージョンの作成新しいリージョンの作成
リージョンの作成ウィザードを実行して、新しいリージョンを作成します。

新しいリージョンを作成するには、次の手順を実行します。

1. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

2. 「リージョン」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

リージョンの作成ウィザードが表示されます。

3. リージョン・タイプを選択し、画面に表示される手順に従います。

リージョンの作成時には、リージョン・タイプを選択します。HTML DB エンジンは、選択
されたタイプに応じてリージョンを解析します。表 8-1 に、選択可能なリージョン・タイプ
を示します。

表表表表 8-1 リージョン・タイプリージョン・タイプリージョン・タイプリージョン・タイプ

リージョン・タイプリージョン・タイプリージョン・タイプリージョン・タイプ 説明説明説明説明

HTML HTML リージョンには、指定した HTML が含まれます。

また、HTML リージョンはアイテムのコンテナとしても

使用されます。入力する HTML には、置換文字列を含め

ることができます。

レポート レポート・リージョンは、SQL 問合せを記述するか、ま

たはウィザードを使用して問合せの記述手順を実行する
ことによって定義できます。

参照参照参照参照 : 8-29 ページの「レポートの作成」を参照してくだ

さい。

チャート チャート・リージョンには、SQL 問合せに基づく線グラ

フ、棒グラフまたは円グラフが含まれます。

参照参照参照参照 : 8-37 ページの「チャートの作成」を参照してくだ

さい。

リスト リスト・リージョンは、ナビゲーションに使用され、リ
ンクまたはイメージで構成されます。個々のリスト・エ
ントリは、条件付きで表示できます。

参照参照参照参照 : 8-12 ページの「リストの作成」を参照してくださ

い。

メニュー メニュー・リージョンは、階層的に編成された事前定義
のリンクで構成されたナビゲーション・コントロールで
す。

参照参照参照参照 : 8-7 ページの「メニューの作成」を参照してくださ

い。
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リージョンの作成
PL/SQL 動的コンテンツ PL/SQL に基づくリージョンでは、PL/SQL Web ツール

キットを使用して HTML またはテキストをレンダリング

できます。

その他、HTML テキスト（特殊文字

をエスケープ）

HTML リージョンと同じですが、HTML DB エンジンに

よって、特殊文字がレンダリング前にエスケープされま
す。

その他、HTML テキスト（ショート

カットあり）

HTML リージョンと同じですが、ショートカットがサ

ポートされます。

参照参照参照参照 : 8-42 ページの「ショートカットの使用」を参照し

てください。

その他、ヘルプ・テキスト ヘルプ・リージョンを使用すると、ページ・レベル・ヘ
ルプを指定できます。

参照参照参照参照 : 8-43 ページの「ヘルプ・ページの作成」を参照し

てください。

その他、URL URL に基づくリージョンでは、事前定義された URL を

使用して Web サーバーをコールすることによって、コン

テンツが取得されます。

参照参照参照参照 : 8-19 ページの「URL に基づくリージョン」を参照

してください。

その他、Web サービスの結果 Web サービスに基づくリージョンでは、事前定義された

Web サービスをコールすることによって、XML 文書が取

得されます。オプションの XSLT スタイルシートを適用

できます。

参照参照参照参照 : 12-15 ページの「Web サービスの実装」を参照して

ください。

その他、ツリー ツリーは、実行時に実行される SQL 問合せに基づく、階

層的なナビゲーション・コントロールです。ユーザーは、
これを使用してノードを展開および縮小できます。

参照参照参照参照 : 8-11 ページの「ツリーの作成」を参照してくださ

い。

表表表表 8-1 リージョン・タイプリージョン・タイプリージョン・タイプリージョン・タイプ（続き）（続き）（続き）（続き）

リージョン・タイプリージョン・タイプリージョン・タイプリージョン・タイプ 説明説明説明説明
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リージョンの作成
リージョンを使用したフォームの構築リージョンを使用したフォームの構築リージョンを使用したフォームの構築リージョンを使用したフォームの構築
フォームを含むリージョンを作成する も簡単な方法は、表またはビューのフォーム・ウィ
ザードを使用することです。このウィザードでは、1 つの表の 1 列ごとに 1 つのアイテムを
作成します。このウィザードには、主キーを使用した表への行の挿入、表の行の更新および
削除に必要なボタンおよびプロセスが含まれています。各リージョンには、名前および表示
位置の他に、アイテム、ボタン、プロセスおよびブランチを定義できます。

次の手順を実行することによって、フォームを手動で作成することもできます。

� （ページ・アイテムのコンテナとして機能する）HTML リージョンを作成します。

� リージョンに表示するアイテムを作成します。

� プロセスおよびブランチを作成します。

リージョンを使用したレポートの構築リージョンを使用したレポートの構築リージョンを使用したレポートの構築リージョンを使用したレポートの構築
レポート・リージョンを定義する場合、次のオプションのいずれかを選択する必要がありま
す。

� 簡易レポート簡易レポート簡易レポート簡易レポート : このレポートには、SQL に関する知識は必要ありません。適切なスキー
マ、表、列および結果セットの表示を選択します。

� SQL レポートレポートレポートレポート : このレポートには、SQL に関する知識が必要です。画面で求められた
ら、SQL 問合せを入力します。

� SQL 問合せを戻す問合せを戻す問合せを戻す問合せを戻す PL/SQL ファンクションファンクションファンクションファンクション : このレポートには、PL/SQL に関する知識
が必要です。画面で求められたら、SQL 問合せを戻すファンクションを入力します。

このレポート定義方法は、ユーザー入力または別のセッション・ステートに応じて問合
せの構造が異なる場合（問合せが事前に判断されるのではなく実行時に判断される場合
など）に使用します。

参照参照参照参照 :

� 特定のタイプのリージョンを作成する方法の詳細は、8-15 ページの
「リージョンの作成」を参照してください。

� PL/SQL を使用した Web アプリケーションの開発については、
『Oracle Database アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』を参照し
てください。

� htp パッケージの詳細は、『PL/SQL パッケージ・プロシージャおよび
タイプ・リファレンス』を参照してください。
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リージョンの作成
次の例では、emp表から、search_stringというページ・アイテムに入力された値に
類似した名前を持つすべての従業員が戻されます。

SELECT ename, job, deptno, sal 
FROM   emp 
WHERE  upper(ename) LIKE '%'||upper(:search_string)||'%';

emp表の ename列およびページ・アイテム search_stringの両方が、大文字に変換
されます。LIKE 演算子を使用して、search_stringの値の両側にパーセント記号を
追加することによって、ワイルド・カード検索を作成できます。

URL に基づくリージョンに基づくリージョンに基づくリージョンに基づくリージョン
通常、アプリケーションのページは、Oracle データベースに格納されたデータに基づきま
す。他のサーバーからコンテンツを組み込むには、URL に基づくリージョンを使用できま
す。たとえば、現在のオラクル社の株価を参照すると想定します。次のような URL に基づ
く、URL タイプのリージョンを作成します。

http://quote.yahoo.com/q?d=b&s=ORCL

次に、STOCK_SYMBOL というアイテムを作成して、ユーザーが入力した株価をリージョン
の基にします。次に例を示します。

http://quote.yahoo.com/q?d=b&s=&STOCK_SYMBOL.
リージョンに対して必要以上に多くの HTML が戻される場合があります（前述の例の場合
など）。表示される HTML を制限するには、次のリージョン属性を使用できます。

� URL（破棄の終了、このテキストを含まず）

� URL（破棄の開始、このテキストを含む）

前述の例では、プロキシ・サーバー・アプリケーション属性の設定が必要な場合があること
に注意してください。プロキシ・サーバー・アプリケーション属性を指定しない場合、エ
ラー・メッセージが表示されます。Oracle HTML DB は、Oracle の
utl_http.request_piecesファンクションを使用して、任意の URL から生成された
HTML を取得します。

参照参照参照参照 : プロキシ・サーバー・アプリケーション属性を設定する方法の詳
細は、7-29 ページの「アプリケーション属性の編集」を参照してくださ
い。
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ボタンの作成
PL/SQL 動的コンテンツに基づくリージョン動的コンテンツに基づくリージョン動的コンテンツに基づくリージョン動的コンテンツに基づくリージョン
Oracle HTML DB のフォーム、レポートおよびチャートによって処理されない特定の HTML
コンテンツを生成する必要がある場合、PL/SQL タイプのリージョンを使用できます。この
タイプのリージョンに HTML を生成するには、PL/SQL Web ツールキットを使用する必要
があります。バインド変数構文を使用して、セッション・ステートを参照できます。この方
法で HTML を生成する場合、テンプレートの場合と同じ一貫性および制御は得られないこ
とに注意してください。

リージョン内に生成される HTML をより動的に制御するには、PL/SQL を使用できます。
たとえば、現在の日付を出力するには、次のソースを持つリージョンを作成できます。

htp.p(TO_CHAR(SYSDATE,'Day Month DD, YYYY'));

次の例では、表にアクセスします。

DECLARE
   l_max_sal NUMBER;
BEGIN
   SELECT max(sal) INTO l_max_sal FROM emp;
   htp.p('The maximum salary is: '||TO_CHAR(l_max_sal,'999,999.00'));
END;

ボタンの作成ボタンの作成ボタンの作成ボタンの作成
アプリケーションを設計する際、ボタンを使用して、特定のページまたは URL を表示した
り、情報をポストまたは処理するようにできます（たとえば、「作成」、「取消」、「次へ」、

「戻る」または「削除」ボタンを作成します）。

参照参照参照参照 :

� PL/SQL を使用した Web アプリケーションの開発については、
『Oracle Database アプリケーション開発者ガイド - 基礎編』を参照し
てください。

� htp パッケージの詳細は、『PL/SQL パッケージ・プロシージャおよび
タイプ・リファレンス』を参照してください。

参照参照参照参照 : ボタンの命名、ブランチ処理および他のボタン属性を定義する方
法の詳細は、7-42 ページの「ボタン」を参照してください。
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ボタンの作成
ボタンの作成ウィザードの使用ボタンの作成ウィザードの使用ボタンの作成ウィザードの使用ボタンの作成ウィザードの使用
ボタンを作成するには、ページ定義からボタンの作成ウィザードを実行します。

新しいボタンを作成するには、次の手順を実行します。

1. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

2. HTML リージョンを作成します（8-16 ページの「新しいリージョンの作成」を参照）。

3. 「ボタン」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

ボタンの作成ウィザードが表示されます。

4. タスクを選択します。

� このリージョン・アイテムで表示されるボタンを作成このリージョン・アイテムで表示されるボタンを作成このリージョン・アイテムで表示されるボタンを作成このリージョン・アイテムで表示されるボタンを作成

� リージョン位置にボタンを作成リージョン位置にボタンを作成リージョン位置にボタンを作成リージョン位置にボタンを作成

ボタンをアイテムとしてリージョンに追加する（たとえば、フォーム・フィールドの右
にボタンを直接追加する）には、「このリージョン・アイテムで表示されるボタンを作このリージョン・アイテムで表示されるボタンを作このリージョン・アイテムで表示されるボタンを作このリージョン・アイテムで表示されるボタンを作
成成成成」を選択します。

5. アクションを選択します。

� ページを送信してページを送信してページを送信してページを送信して URL にリダイレクトにリダイレクトにリダイレクトにリダイレクト : このアクションを選択すると、ユーザーが
ボタンをクリックするたびに、HTML DB エンジンにカレント・ページが送信され
ます。

� URL にリダイレクトにリダイレクトにリダイレクトにリダイレクト : このオプションを選択すると、ページの送信が回避されま
す。ページを処理のために送信する必要がない場合（「取消」ボタンなど）、このア
クションを選択します。このアクションでは、データベースでの処理が回避され、
負荷が軽減されます。

6. ボタン・タイプを選択します。

� HTML ボタン（デフォルト）ボタン（デフォルト）ボタン（デフォルト）ボタン（デフォルト）

� イメージイメージイメージイメージ

� テンプレート駆動テンプレート駆動テンプレート駆動テンプレート駆動

7. 「元に戻す」ボタンを作成するには、「ボタンをリセットボタンをリセットボタンをリセットボタンをリセット」を選択します。このタイプの
ボタンが有効になっている場合、ページの値がこのページの初期レンダリング時の状態
にリセットされます。

次の項では、特定のタイプのボタンを作成する方法について簡単に説明します。
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LOV の作成
HTML ボタンの作成ボタンの作成ボタンの作成ボタンの作成
ボタンは、事前定義されたリージョン・テンプレート位置またはフォーム内のアイテムに配
置できます。HTML ボタンを作成するには、ボタンの作成ウィザードの実行中に次のいずれ
かを選択します。

� 「タスク」で、「リージョン位置にボタンを作成リージョン位置にボタンを作成リージョン位置にボタンを作成リージョン位置にボタンを作成」を選択します。

� 「ボタン・タイプ」で、ボタン・タイプを選択し、次に「HTML ボタンボタンボタンボタン」（デフォルト）
を選択します。

LOV の作成の作成の作成の作成
LOV は、次のタイプのアイテムを表示するために使用する静的または動的な定義です。

� ポップアップ LOV

� 選択リスト

� チェック・ボックス

� ラジオ・グループ

� 複数の選択リスト

LOV の作成の作成の作成の作成
LOV ウィザードを実行して、アプリケーション・レベルで共有（名前付き）LOV を定義し、
これらの LOV を名前付き LOV リポジトリに追加します。すべての LOV は、静的 LOV ま
たは動的 LOV として定義できます。静的リストは、表示と戻り値の事前定義された組合せ
に基づきます。動的リストは、表から値を選択するように作成した SQL 問合せに基づきま
す。

名前付き LOV を作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. Application Builder が表示されたら、「LOV」タブを選択します。

3. 新しい LOV を作成するには、「作成作成作成作成」をクリックします。

4. 画面に表示される手順に従います。

LOV 内でのセッション・ステートの参照内でのセッション・ステートの参照内でのセッション・ステートの参照内でのセッション・ステートの参照
バインド変数を使用して、セッション・ステートを参照できます。次の例に示す LOV は、
my_deptnoというアイテムに有効な部門番号が含まれている場合にのみ動作します。

SELECT ename, empno FROM emp WHERE deptno = :my_deptno
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LOV の作成
インライン静的インライン静的インライン静的インライン静的 LOV
静的 LOV は、LOV ウィザードの実行時に指定する表示と戻り値の静的リストに基づきま
す。静的 LOV を作成するには、LOV ウィザードを実行して、LOV タイプに静的を選択し
ます。Oracle HTML DB によって、指定した表示値、戻り値およびソート順序が名前付き
LOV リポジトリに格納されます。リポジトリに静的 LOV を追加すると、アイテムを作成
し、この定義に基づいてチェック・ボックス、ラジオ・グループ、選択リストまたはポップ
アップ・リストとしてアイテムを表示できます。

短縮構文を使用して静的 LOV を作成することもできます。カンマで区切った値の文字列の
先頭に、STATIC:というテキストを付けて指定します。次の例では、Yesおよび Noという
オプションが含まれる静的リストを作成します。

STATIC:Yes,No

次の例では、LOV には Yesおよび Noが表示されますが、戻り値は「1」および「2」にな
ります。

STATIC:Yes;1,No;0

値の区切りには、セミコロン（;）ではなく、独自のデリミタを指定できます。この方法は、
値自体にカンマが含まれている場合に役に立ちます。アプリケーションで変換を行う必要が
ある場合、独自のデリミタを使用すると問題が発生する可能性があることに注意してくださ
い。次の例では、チルダ（~）およびパーセント記号（%）を使用します。

STATIC(~,%):Run and Build Flow%RUN_AND_BUILD~Run Flow Only%RUN_ONLY

結果を入力順でソートするには、次の構文を使用します。

STATIC2:1,5,10,20,30

ポップアップポップアップポップアップポップアップ LOV
1 つのページで戻すには大きすぎる LOV の場合には、ポップアップ LOV を使用することを
お薦めします。ポップアップ LOV では、標準のテキスト・フィールドの右にアイコンが作
成されます。このアイコンをクリックすると、LOV を含むポップアップ・ウィンドウが表
示されます。この LOV は、一連のリンクとして表示されます。この検索可能なリストから
値を選択すると、選択した値がテキスト・フィールドに配置されます。ポップアップ LOV
は、テンプレートで制御します。ポップアップ LOV テンプレートは、各アプリケーション
に 1 つのみ指定できます。

ポップアップ LOV は、異なる列別名を持つ 2 つの列を選択する問合せに基づく必要があり
ます。次に例を示します。

SELECT ename name, empno id 
   FROM emp
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フォームの作成
フォームの作成フォームの作成フォームの作成フォームの作成
様々なタイプのフォームをアプリケーションに含めることができます。表の単一行または複
数の行を一度に更新できるフォームを含めることもできます。Oracle HTML DB には、
フォームの自動作成またはフォームの手動作成に使用できる多くのウィザードが含まれてい
ます。

この項の内容は次のとおりです。

� ウィザードを使用したフォームの構築

� フォームの手動作成

� フォームの処理

� フォームでのユーザー入力の検証

ウィザードを使用したフォームの構築ウィザードを使用したフォームの構築ウィザードを使用したフォームの構築ウィザードを使用したフォームの構築
Oracle HTML DB には、フォームを作成するための多くのウィザードが含まれています。こ
れらのウィザードを使用して、後でカスタマイズできる完全なページを作成できます。

ウィザードを使用してフォームを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「ウィザードウィザードウィザードウィザード」タブをクリックします。

4. 「フォーム」で、ウィザードを選択します。

表 8-2 に、フォームの作成に使用可能なウィザードを示します。

表表表表 8-2 フォーム・ウィザードフォーム・ウィザードフォーム・ウィザードフォーム・ウィザード

ウィザードウィザードウィザードウィザード 説明説明説明説明

表またはビューのフォーム データベース表の単一行を更新できるフォームを作成します。

プロシージャのフォーム ストアド・プロシージャの引数に基づくフォームを構築します。
ストアド・プロシージャまたはパッケージに実装済のロジック
または DML（データ操作言語）が存在する場合、この方法を使

用します。

SQL 問合せのフォーム 等価結合などの SQL 問合せによって戻される列に基づくフォー

ムを作成します。
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5. 画面に表示される手順に従います。

フォームの手動作成フォームの手動作成フォームの手動作成フォームの手動作成
フォームを手動で作成するには、次の手順を実行します。

1. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

2. HTML リージョンを作成します。

� 「リージョン」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

� リージョン・タイプに「HTML」を選択します。

� 画面に表示される手順に従います。

3. ページへのアイテムの追加を開始します。

� 「アイテム」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

� 画面に表示される手順に従います。

フォームの処理フォームの処理フォームの処理フォームの処理
フォームを作成したら、次に、基礎となるデータベース表またはビューに対して挿入または
更新を行うことによって、ユーザーが入力したデータを処理します。フォームを処理する方
法には、3 通りあります。

� DML 文 INSERT、UPDATEおよび DELETEを含む 1 つ以上のプロセスを作成します。

� 作成した PL/SQL パッケージを使用して API をコールし、値を渡します。

� 組込みの行の自動処理（DML）プロセスを使用します。

レポート付きの表のフォーム 2 つのページを作成します。1 つのページにはレポートが表示さ

れます。各行に 2 ページ目へのリンクが提供され、これを使用

して各レコードを更新できます。

サマリー・ページ 読取り専用のフォームを作成します。通常、ウィザードの 後
に確認ページを提供するために使用します。

表形式フォーム データベースの複数の行を更新できるフォームを作成します。

表表表表 8-2 フォーム・ウィザードフォーム・ウィザードフォーム・ウィザードフォーム・ウィザード（続き）（続き）（続き）（続き）

ウィザードウィザードウィザードウィザード 説明説明説明説明
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行の自動処理プロセスの作成行の自動処理プロセスの作成行の自動処理プロセスの作成行の自動処理プロセスの作成
フォームを実装するための一般的な方法の 1 つは、行の自動処理（DML）プロセスを手動で
作成することです。この方法には、主に 2 つのメリットがあります。1 つ目は、SQL コード
を指定する必要がないことです。2 つ目は、Oracle HTML DB によって DML プロセスが実
行されることです。

この方法を実装するには、次の手順を実行する必要があります。

� アイテムを追加し、「アイテム・ソース」タイプを「データベース列」に定義し、大 /
小文字が区別される列名を指定します。

� 常にキャッシュ値より優先するためのオプションを選択します。

行の自動処理（DML）プロセスを作成するには、次の手順を実行します。

1. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

2. 「プロセス」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

ページ・プロセスの作成ウィザードが表示されます。

3. 「名前」フィールドで、プロセスを識別するための名前を入力します。

4. 「順序」フィールドで、順序番号を指定します。

5. 「ポイント」リストから、適切なプロセス・ポイントを選択します。通常、「ロード時ロード時ロード時ロード時 - 
ヘッダーの後ヘッダーの後ヘッダーの後ヘッダーの後」を選択します。

6. 「タイプ」リストから、「行の自動処理（行の自動処理（行の自動処理（行の自動処理（DML））））」を選択します。

7. 画面に表示される手順に従います。

1 つ以上の挿入文を含むプロセスの作成つ以上の挿入文を含むプロセスの作成つ以上の挿入文を含むプロセスの作成つ以上の挿入文を含むプロセスの作成
この方法でフォームを処理するには、挿入、更新および削除操作を実行する 1 つ以上のプロ
セスを作成します。HTML DB エンジンですべての操作を透過的に実行するかわりに、操作
の制御はユーザーが行います。

たとえば、3 つのアイテムを持つフォームが存在すると想定します。

� P1_ID: 表に現在表示されている行の主キーを格納するための非表示アイテム。

� P1_FIRST_NAME: ユーザー入力用のテキスト・フィールド。

� P1_LAST_NAME: ユーザー入力用のテキスト・フィールド。

また、「挿入」、「更新」および「削除」というラベルの 3 つのボタンがあるとします。さら
に、3 つの列 ID、FIRST_NAMEおよび LAST_NAMEを含む表 T もあります。この表には、
値を指定しなかった場合に自動的に ID列が移入されるトリガーがあります。
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新しい行の挿入を処理するには、ユーザーが「挿入」ボタンをクリックしたときに実行され
る PL/SQL の条件付きプロセスを作成します。次に例を示します。

BEGIN
    INSERT INTO T ( first_name, last_name )
               VALUES  (:P1_FIRST_NAME, :P1_LAST_NAME);
END; 

行の更新を処理するには、PL/SQL の条件付きプロセスをもう 1 つ作成します。次に例を示
します。

BEGIN
    UPDATE T
           SET first_name = :P1_FIRST_NAME,
                  last_name = :P1_LAST_NAME
     WHERE ID = :P1_ID;
END; 

行の削除を処理するには、ユーザーが「削除」ボタンをクリックしたときに実行される条件
付きプロセスを作成します。次に例を示します。

BEGIN
    DELETE FROM T
    WHERE ID = :P1_ID;
END;

PL/SQL API を使用したフォーム値の処理を使用したフォーム値の処理を使用したフォーム値の処理を使用したフォーム値の処理
アプリケーションによっては、表へのすべてのアクセスを単一または少数の PL/SQL パッ
ケージにまとめて処理することが適しています。DML 操作を処理するパッケージを作成し
た場合は、このパッケージのプロシージャおよびファンクションを、送信後の PL/SQL プロ
セスからコールして、リクエストの挿入、更新および削除を処理できます。

フォームの移入フォームの移入フォームの移入フォームの移入
Oracle HTML DB では、ロード時またはページのレンダリング時にフォームが移入されま
す。フォームを移入するには、次の手順を実行します。

� プロセスを作成し、タイプを「行の自動フェッチ」に定義します。

� 非表示のセッション・ステート・アイテムを参照することによって、フォームを手動で
移入します。

参照参照参照参照 : 13-1 ページの「Oracle HTML DB API」を参照してください。
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行の自動フェッチ・プロセスを作成するには、次の手順を実行します。

1. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

2. 「プロセス」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

ページ・プロセスの作成ウィザードが表示されます。

3. 「名前」フィールドで、プロセスを識別するための名前を入力します。

4. 「順序」フィールドで、順序番号を指定します。

5. 「ポイント」リストから、適切なプロセス・ポイントを選択します。

6. 「タイプ」リストから、「行の自動フェッチ行の自動フェッチ行の自動フェッチ行の自動フェッチ」を選択します。

7. 画面に表示される手順に従います。

非表示のセッション・ステート・アイテムを参照することによって、フォームを手動で移入
することもできます。たとえば、PL/SQL タイプの Oracle HTML DB プロセスの次のコード
では、enameおよび salの値が設定されます。この例では、P2_IDという名前の非表示の
セッション・ステートを参照することによってフォームを手動で移入する方法も示します。

FOR C1 in (SELECT ename, sal
FROM emp WHERE ID=:P2_ID)
LOOP     
     :P2_ENAME := C1.ename;
     :P2_SAL := C1.sal;
END LOOP;

この例では、次のとおりです。

� C1 は、暗黙カーソルです。

� P2_IDの値は設定済です。

� このプロセスのプロセス・ポイントは、「ロード時ロード時ロード時ロード時 - リージョンの前リージョンの前リージョンの前リージョンの前」またはこれ以前に
実行するように設定されます。

フォームでのユーザー入力の検証フォームでのユーザー入力の検証フォームでのユーザー入力の検証フォームでのユーザー入力の検証
検証を使用すると、ユーザーが入力したデータを処理前にチェックできます。検証および関
連するエラー・メッセージを作成したら、これらを特定のアイテムと関連付けることができ
ます。検証エラー・メッセージをインライン表示（検証が実行されたページで表示）する
か、個別のエラー・ページで表示するかを選択できます。

インラインのエラー・メッセージを作成するには、次の手順を実行します。

� 新しい検証を作成し、エラー・メッセージ・テキストを指定します。

� 検証を特定のアイテムと関連付けます。
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新しい検証を作成するには、次の手順を実行します。

1. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

2. 「検証」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

3. 検証の作成ウィザードが表示されたら、画面に表示される手順に従います。

検証タイプは 2 つのカテゴリに分けられます。

� アイテムアイテムアイテムアイテム : これらの検証は、「アイテム」という文字列が先頭に付きます。検証と関
連付けられたアイテムに対して一般的な確認を実行できます。

� コードコードコードコード : これらの検証では、検証ロジックを定義する 1 つの PL/SQL コードまたは
SQL 問合せを指定する必要があります。複数アイテムの値の確認または他のデータ
ベース表へのアクセスが必要なカスタム検証を実行するには、このタイプの検証を
使用します。

4. 画面に表示される手順に従います。

アイテムを検証と関連付け、エラー・メッセージ・テキストを指定するには、次の手順を実
行します。

1. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

2. 「検証」で、関連付ける検証アイテムを選択します。

3. 「エラー・メッセージ」までスクロールします。

� 「エラー・メッセージ表示位置」で、表示位置を確認します。

� 「関連付けられたアイテム」で、この検証と関連付けるアイテムを選択します。

レポートの作成レポートの作成レポートの作成レポートの作成
Oracle HTML DB では、レポートとは、SQL 問合せの結果の書式を設定したものです。レ
ポートを生成する方法を次に示します。

� 組込みウィザードの選択および実行

� SQL 問合せに基づくレポート・リージョンの定義

参照参照参照参照 : レポート・リージョンを定義する方法の詳細は、8-18 ページの
「リージョンを使用したレポートの構築」を参照してください。
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この項の内容は次のとおりです。

� ウィザードを使用したレポートの構築

� レポート属性の管理

� ページ区切りのあるレポートの作成

ウィザードを使用したレポートの構築ウィザードを使用したレポートの構築ウィザードを使用したレポートの構築ウィザードを使用したレポートの構築
Oracle HTML DB には、レポートを生成するための多くの組込みウィザードが含まれていま
す。

ウィザードを使用してレポートを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「ウィザードウィザードウィザードウィザード」タブをクリックします。

4. 「レポート」で、ウィザードを選択します。

表 8-3 に、レポートの作成に使用可能なウィザードを示します。

5. 画面に表示される手順に従います。

表表表表 8-3 レポート・ウィザードレポート・ウィザードレポート・ウィザードレポート・ウィザード

ウィザードウィザードウィザードウィザード 説明説明説明説明

簡易レポート 指定した所有者、表、列およびテンプレートに基づくレポート・
ページを構築します。このレポートには、手動での SQL コーディ

ングは必要ありません。

SQL レポート 指定したカスタム SQL 文に基づくレポート・ページを構築しま

す。

表のフォームへのリンク付
きレポート（2 ページ）

2 ページのレポートを構築します。1 ページ目では、更新する行を

指定できます。2 ページ目では、選択した行を更新または挿入す

るためのフォームが提供されます。
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レポート属性の管理レポート属性の管理レポート属性の管理レポート属性の管理
Application Builder を使用すると、レポート属性の定義の柔軟性が大幅に向上します。「レ
ポート属性」ページを使用して、列の表示順序、表示レポートのヘッダー、列とヘッダーの
位置、列の書式設定およびソート順を指定できます。「列属性」ページを使用すると、特定
の列の属性をさらに詳細に指定できます。

この項の内容は次のとおりです。

� レポート属性の表示

� 列ソートの有効化

� レポートのエクスポート

� 列リンクの作成

� 更新可能な列の定義

� LOV としての列定義

� 列の表示条件の制御

� 列ブレークの制御

レポート属性の表示レポート属性の表示レポート属性の表示レポート属性の表示
「レポート属性」ページおよび「列属性」ページを使用すると、レポートのルック・アンド・
フィールを詳細に制御できます。

「レポート属性」ページを表示するには、次の手順を実行します。

1. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

2. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

3. 「リージョン」で、編集するレポート・リージョンの名前の横にある「Q」をクリックし
ます。

「レポート属性」ページが表示されます。

4. 「レポート列属性」では、次の操作を実行できます。

� 矢印をクリックして列の表示順序を変更します。

� 「ヘッダー」で、様々な列ヘッダーを指定します。

� 「列の位置合せ」で、列の位置を選択します。

� 「ヘッダーの位置合せ」で、ヘッダーの位置を選択します。
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� 「表示表示表示表示」を選択して、列を表示するかどうかを決定します。

� 「合計合計合計合計」をクリックして、列の合計を有効にします。

� 「ソートソートソートソート」をクリックし、「ソート順序」から順序番号を選択することによって、一
意のソート順序を指定します。

「列属性」ページで、特定の列の属性をさらに詳細に指定できます。

5. 「レポート列属性」で、該当する列名の横にある「編集」アイコンをクリックします。

「列属性」ページが表示されます。このページには次のセクションが含まれています。

� 列の定義

� 列の書式

� 列リンク

� 更新可能な列属性

� LOV

� 認可

� 条件付き表示

列の定義列の定義列の定義列の定義  「列属性」ページの「列の定義」セクションには、「レポート属性」ページで選択
可能なオプションと同じオプションが含まれています。たとえば、列ヘッダーの指定、レ
ポートに列を表示する必要があるかどうかの決定、列の合計を計算および表示するかどうか
の決定、ソートの有効化、および列と列ヘッダーの位置合せを行うことができます。

列の書式列の書式列の書式列の書式  次の「列の書式」プロパティを使用すると、列の表示をさらにカスタマイズでき
ます。

� 数値数値数値数値 / 日付書式日付書式日付書式日付書式 : 数値列に適用される数字および日付の書式マスクを定義します。

� CSS クラスクラスクラスクラス : 列の値に適用される CSS クラスを定義します。

� CSS スタイルスタイルスタイルスタイル : 列の値に適用される CSS スタイルを定義します。

� 語を選択語を選択語を選択語を選択 : レポート列で選択するテキスト文字列を指定します。複数の語を選択する場
合は、カンマ区切りリストを使用します。アプリケーション・アイテムまたはページ・
アイテムは &ITEM. 構文を使用して参照できます（たとえば、検索フィールドに入力し
た文字列を選択する場合）。

� HTML 式式式式 : 列に表示される HTML 式を指定します。HTML で列値を表示する場合は、
#COLUMN# 構文を使用します。
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列ソートの有効化列ソートの有効化列ソートの有効化列ソートの有効化
「レポート属性」ページまたは「列属性」ページのいずれかで列ソートを有効にします。

「レポート属性」ページで列ソートを有効にする場合、次の手順を実行します。

1. 「レポート属性」ページにナビゲートします（8-31 ページの「レポート属性の表示」を
参照）。

2. 「レポート列属性」で、ソートする列の横にある「ソートソートソートソート」をクリックします。

3. 「ソート」で、昇順イメージ属性および降順イメージ属性を指定するか、または「デデデデ
フォルトを設定フォルトを設定フォルトを設定フォルトを設定」をクリックします。

レポートのエクスポートレポートのエクスポートレポートのエクスポートレポートのエクスポート
カンマ区切りファイル（.csv）または XML ファイルとしてレポートをエクスポートできま
す。エクスポートの形式は、レポート・テンプレートを選択することによって指定します。

エクスポート・レポート・テンプレートを指定するには、次の手順を実行します。

1. 該当する「レポート属性」ページにナビゲートします（8-31 ページの「レポート属性の
表示」を参照）。

2. 「レイアウトおよびページ区切り」で、「レポート・テンプレート」リストから次のいず
れかを選択します。

� エクスポートエクスポートエクスポートエクスポート : CSV: CSV ファイルとしてレポートをエクスポートします。

� エクスポートエクスポートエクスポートエクスポート : XML: XML ファイルとしてレポートをエクスポートします。

いずれかのオプションを選択すると、HTML DB エンジンによるページのレンダリング
が停止され、コンテンツが CSV または XML ファイルのいずれかにダンプされます。

「CSV 出力」のオプションを使用すると、レポートの内容をダウンロードするリンクを
作成することができます。

3. 「CSV 出力」をスクロールします。

4. レポートの内容をダウンロードするリンクを作成するには、次の手順を実行します。

� 「カンマ区切り値（CSV）出力を有効化」リストから、「はいはいはいはい」を選択します。

� 「CSV のダウンロード・リンク・ラベル」フィールドで、リンク・テキストを指定
します。このテキストは、レポートに表示されます。このテキストを使用すると、
ダウンロードを起動できます。
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列リンクの作成列リンクの作成列リンクの作成列リンクの作成
列リンク属性を使用すると、レポートから別のページへのリンクを作成できます。

列リンクを作成するには、次の手順を実行します。

1. 該当する「列属性」ページにナビゲートします（8-31 ページの「レポート属性の表示」
を参照）。

「列属性」ページが表示されます。

2. 「列リンク」までスクロールします。

3. 「アプリケーション」で、ターゲット・アプリケーション ID を指定します。カレント・
アプリケーションを指定するには、次の置換文字列を使用します。

&APP_ID.

4. 「リクエスト」で、使用するリクエストを指定します。

5. 「キャッシュを消去」で、キャッシュを消去するページ（ページ ID）を指定します。
ページ ID をカンマで区切ってリストすることによって、複数のページを指定できます。

6. 特定のアイテムのセッション・ステートを指定するには、「名前」フィールドおよび
「値」フィールドを使用します。

7. 「リンク・テキスト」で、リンクとして表示されるテキストを入力するか、イメージ・
タグを指定するか、またはデフォルトのイメージのリストから選択します。

8. 「リンクを生成リンクを生成リンクを生成リンクを生成」をクリックします。

更新可能な列の定義更新可能な列の定義更新可能な列の定義更新可能な列の定義
「列属性」ページで、更新可能なフォームの表示方法を定義できます。

更新可能な列属性を定義するには、次の手順を実行します。

1. 該当する「列属性」ページにナビゲートします（8-31 ページの「レポート属性の表示」
を参照）。

「列属性」ページが表示されます。

2. 「更新可能な列属性」までスクロールします。

3. 「表示形式」から、更新可能な列のタイプを選択します。

4. 「幅」と「高さ」で、フォーム・アイテムの幅および高さを指定します。

5. 「要素属性」で、スタイルまたは標準のフォーム要素属性を定義します。

6. 「要素オプション」で、ラジオ・グループまたはチェック・ボックス内のアイテムの
フォーム要素属性を指定します。
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LOV としての列定義としての列定義としての列定義としての列定義
レポート列は、LOV としてレンダリングされます。たとえば、選択リストまたはポップ
アップ LOV を使用して列をレンダリングできます。

列の LOV 属性を指定するには、次の手順を実行します。

1. 該当する「列属性」ページにナビゲートします（8-31 ページの「レポート属性の表示」
を参照）。

「列属性」ページが表示されます。

2. 「更新可能な列属性」までスクロールします。

3. 「名前付き LOV」から、名前付き LOV リポジトリに含まれる名前付き LOV を選択しま
す。

4. 「Null を表示」で、NULL 値の表示を含めるかどうかを指定します。

5. 「Null テキスト」で、「NULL を表示」が選択された場合に戻される値を指定します。

6. 名前付き LOV を選択していない場合は、LOV 問合せで選択リストを表示するための問
合せを指定します。

列の表示条件の制御列の表示条件の制御列の表示条件の制御列の表示条件の制御
認可属性および条件付き表示属性を使用すると、列の表示条件を制御できます。

認可を使用すると、事前定義されたユーザー権限に基づいて（レポート列などの）リソース
へのアクセスを制御できます。たとえば、マネージャのみが特定のレポート列を表示できる
認可スキームを作成することができます。認可スキームを選択するには、まずその認可ス
キームを作成する必要があります。

条件とは、事前定義された条件タイプに基づいた列の表示の制御を可能にする論理単位で
す。条件は、「式」フィールドに入力した値に基づいて、true または false と評価されます。

認可属性および条件付き表示属性を指定するには、次の手順を実行します。

1. 該当する「列属性」ページにナビゲートします（8-31 ページの「レポート属性の表示」
を参照）。

2. 「名前付き LOV」から、名前付き LOV リポジトリに含まれる名前付き LOV を選択しま
す。

3. 「認可」で、「認可スキーム」リストから選択します。

4. 「条件付き表示」で、「タイプ」リストから選択し、選択したタイプに応じて該当する
「式」フィールドに式または値を入力します。

参照参照参照参照 : 8-22 ページの「LOV の作成」を参照してください。
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列ブレークの制御列ブレークの制御列ブレークの制御列ブレークの制御
ブレーク書式属性を使用すると、出力する場合に、特定の列を繰り返すかどうか、および列
のブレーク方法を制御できます。たとえば、レポートに、部門番号ごとに従業員情報を表示
するとします。複数の従業員が同じ部門に所属している場合、部門番号が 1 回のみ表示され
るように指定することによって、読みやすさを向上できます。

このタイプの列ブレークを作成するには、次の手順を実行します。

1. 該当する「レポート属性」ページにナビゲートします（8-31 ページの「レポート属性の
表示」を参照）。

2. 「ブレーク書式」までスクロールします。

3. 「ブレーク」リストから選択します。

ページ区切りのあるレポートの作成ページ区切りのあるレポートの作成ページ区切りのあるレポートの作成ページ区切りのあるレポートの作成
HTML DB エンジンでは、次の方法で、レポート・リージョンの結果セットにページ区切り
を設定できます。

1. 「次へ」ボタンや「戻る」ボタンなどの条件付きボタンおよびブランチを使用したカス
タム・ページ区切りスキームの作成

2. ページの結果セット（インターネット形式のページ区切り）

3. 行の範囲をセットごとにページ区切り（1 ～ 10 行、11 ～ 20 行、21 ～ 23 行など）

4. 自己送信された選択リストでの行の範囲（ページごとにページ区切り）

5. 行の範囲をページごとにページ区切り（23 の 1 ～ 10 など）

オプション 2、3 および 4 は、レポート・テンプレート、特に「行の後」レポート・テンプ
レート属性の #PAGINATION#置換文字列を使用することによって制御できます。

オプション 2、3、4 および 5 は、ページ区切りが有効になるようにレポート・リージョン属
性を構成することによって実装できます。

参照参照参照参照 :

� 10-17 ページの「認可を介したセキュリティの提供」を参照してくだ
さい。

� 6-9 ページの「条件付きのレンダリングおよびプロセスの理解」を参
照してください。

� A-1 ページの付録 A「使用可能な条件」を参照してください。
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ページ区切りが有効になるようにレポート・リージョン属性を構成するには、次の手順を実
行します。

1. SQL 問合せに基づくリージョンを作成します（8-18 ページの「リージョンを使用したレ
ポートの構築」を参照）。

2. 「リージョン」で、編集するレポート・リージョンの名前の横にある「Q」をクリックし
ます。

「レポート属性」ページが表示されます。

3. ページ区切りを変更するには、「レイアウトおよびページ区切り」までスクロールし、
新しい「ページ区切りスキーム」を選択します。

4. 変更を保存するには、「変更を適用変更を適用変更を適用変更を適用」をクリックします。

チャートの作成チャートの作成チャートの作成チャートの作成
Oracle HTML DB には、HTML チャートおよび SVG（Scalable Vector Graphics）チャート
を生成するための組込みウィザードが含まれています。

組込みウィザードを使用してチャートを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「ウィザードウィザードウィザードウィザード」タブをクリックします。

4. 「チャート」で、ウィザードを選択します。

� HTML チャートチャートチャートチャートでは、縦または横の HTML 棒グラフを含む単一のページを作成し
ます。

� SVG チャートチャートチャートチャートでは、SVG（Scalable Vector Graphics）チャートを作成します。

5. 画面に表示される手順に従います。

カレンダの作成カレンダの作成カレンダの作成カレンダの作成
Oracle HTML DB には、月別カレンダを生成するための組込みウィザードが含まれていま
す。カレンダの基になる表を指定すると、特定の列に格納されている情報へドリルダウンす
るリンクを作成できます。

組込みウィザードを使用してカレンダを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。
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2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「ウィザードウィザードウィザードウィザード」タブをクリックします。

4. 「カレンダ」で、「月別カレンダ月別カレンダ月別カレンダ月別カレンダ」を選択します。

5. 画面に表示される手順に従います。

レイアウトおよびユーザー・インタフェースの指定レイアウトおよびユーザー・インタフェースの指定レイアウトおよびユーザー・インタフェースの指定レイアウトおよびユーザー・インタフェースの指定
この項では、一般的なアプリケーション・レイアウトおよびユーザー・インタフェース手法
の実装について説明します。

この項の内容は次のとおりです。

� 複数列レイアウトの作成

� LOV を使用した別の LOV の駆動

� 出力プレビュー・モードの指定

� ショートカットの使用

複数列レイアウトの作成複数列レイアウトの作成複数列レイアウトの作成複数列レイアウトの作成
リージョンは、特定のテンプレートを使用して HTML コンテンツの書式を設定するページ
領域です。リージョンを使用すると、ページのコンポーネントおよびアイテムをグループ化
できます。複数列レイアウトを作成するには、同じ表の隣接するセルに表示される 2 つの
リージョンを作成します。

複数列レイアウトは、次のいずれかの方法で作成できます。

� 2 つの隣接するリージョンを手動で作成します。

� 複数列の表を含むページ・テンプレートを定義します。

複数列のリージョンの作成複数列のリージョンの作成複数列のリージョンの作成複数列のリージョンの作成
リージョンの作成ウィザードを使用して、新しいリージョンを作成します。2 列のページを
作成するには、2 つのリージョンを作成します。Oracle HTML DB によって、2 列の表内の
#BOX_BODY#が置換され、2 つの個別のセルにリージョンが表示されます。

2 つのリージョンを作成することによって 2 列のページを作成するには、次の手順を実行し
ます。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。
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2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

4. 1 つ目のリージョンを作成します。

� 「リージョン」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

リージョンの作成ウィザードが表示されます。

� リージョン・タイプを選択します。

� 「列」フィールドから、「1」を選択します。

� 画面に表示される手順に従います。

5. 2 つ目のリージョンを作成します。

� 「リージョン」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

リージョンの作成ウィザードが表示されます。

� リージョン・タイプを選択します。

� 「列」フィールドから、「2」を選択します。

� 画面に表示される手順に従います。

複数列のページ・テンプレートの作成複数列のページ・テンプレートの作成複数列のページ・テンプレートの作成複数列のページ・テンプレートの作成
ページ・テンプレートは、ページ・コンポーネントの配置など、個々のページの外観を定義
します。各ページ・テンプレートは、ヘッダー、ボディおよびフッターの 3 つのセクション
に分割されています。 も基本的なテンプレートには、ボディ属性に置換文字列
#BOX_BODY#が含まれている必要があります。ページのレンダリング時、HTML DB エンジ
ンによって #BOX_BODY#が HTML で置換され、そのページにリージョンが表示されます。

複数列のページを作成するには、複数列の表を含むページ・テンプレートを定義します。次
に、特定の表のセル内にリージョンを明示的に配置します。

次の例では、2 列のページを作成し、各列で #REGION_POSITION_XX#置換文字列を使用し
てリージョンの位置を指定する方法を示します。ページ・レベル・テンプレートのボディ・
セクションに次のコードを入力します。

<body #ONLOAD#>
  #FORM_OPEN#
  <table style="width:100%">
    <tr>
      <td style="width:50%;padding:5px;">#REGION_POSITION_01#</td>
      <td style="width:50%; border-left:2px #bbbbbb dashed; padding:5px;">#REGION_
POSITION_02#</td>
    </tr>
  <br />
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  #BOX_BODY#
  #FORM_CLOSE#
</body>

このページ・レベル・テンプレートを作成すると、リージョンの作成ウィザードの実行時
に、新しく定義した位置が「表示ポイント」オプションとして選択可能になります。

LOV を使用した別のを使用した別のを使用した別のを使用した別の LOV の駆動の駆動の駆動の駆動
選択リストを使用して、同じページに存在する別の選択リストの値の範囲を決定できます。
これは、駆動側の選択リストから後続の選択リストに値を送信することによって行います。
これらの値は、問合せの WHERE 句のバインド変数として、後続の選択リストに組み込みま
す。

ある LOV によって別の LOV を駆動する方法を次に示します。

� 基本フォームを作成します。

� 2 つの LOV を定義します。値を選択すると駆動 LOV によって、ページが送信されるこ
とに注意してください。

� カレント・ページへのブランチを定義します。

出力プレビュー・モードの指定出力プレビュー・モードの指定出力プレビュー・モードの指定出力プレビュー・モードの指定
特定の出力モード・テンプレートを作成し、「アプリケーション属性を編集」ページのユー
ザーのデフォルト・テンプレートのセクションでこのテンプレートを指定することによっ
て、ページを出力用に 適化できます。通常、ページを出力用に 適化するには、出力モー
ド・テンプレートを使用します。たとえば、このテンプレートを使用して次の操作を実行で
きます。

� タブまたはナビゲーション・バーを非表示にします。

� アイテムをフォーム要素ではなくテキストとして表示します。

選択した UI テーマに印刷用テンプレートが含まれていない場合、新しいページ・テンプ
レートを作成することによって出力モード・テンプレートを作成できます。新しいページ・
テンプレートを 初から作成することもできますが、通常、既存のテンプレートをコピーし
て必要に応じてカスタマイズする方が簡単です。

参照参照参照参照 :

� 8-24 ページの「フォームの作成」を参照してください。

� 8-24 ページの「LOV の作成」を参照してください。

� 8-14 ページの「ブランチの作成」を参照してください。
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新しいページ・テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「テンプレートテンプレートテンプレートテンプレート」タブを選択します。

3. 適切なテンプレート・タイプが表示されるまでスクロールして、「作成作成作成作成 / コピーコピーコピーコピー」をク
リックします。

4. 画面に表示される手順に従います。

アプリケーションに対する出力モード・テンプレートの設定アプリケーションに対する出力モード・テンプレートの設定アプリケーションに対する出力モード・テンプレートの設定アプリケーションに対する出力モード・テンプレートの設定
作成した出力モード・テンプレートを有効にするには、「アプリケーション属性を編集」
ページのユーザーのデフォルト・テンプレートのセクションでそのテンプレートを選択しま
す。

出力モード・テンプレートを有効にするには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「属性を編集属性を編集属性を編集属性を編集」アイコンを選択します。

「アプリケーション属性を編集」ページが表示されます。

4. 「ユーザー・インタフェース・テンプレート」までスクロールします。

5. 「出力モード・ページ・テンプレート」から、作成した出力モード・テンプレートを選
択します。

f?p 構文を使用した出力モードの切替え構文を使用した出力モードの切替え構文を使用した出力モードの切替え構文を使用した出力モードの切替え
出力モード・テンプレートを作成して、そのテンプレートをアプリケーション属性として選
択した後、f?p構文を使用して出力モードを切り替えることができます。f?p構文の 9 番目
の引数（PrinterFriendly）を使用すると、この設定項目を有効または無効にすることが
できます。たとえば、リンクのコーディング時、またはナビゲーション・バー・アイコンの
作成時に、この引数を含めることができます。

参照参照参照参照 : 7-16 ページの「テンプレートでの操作」を参照してください。

参照参照参照参照 : 6-20 ページの「f?p 構文を使用したページのリンク」を参照してく
ださい。
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レイアウトおよびユーザー・インタフェースの指定
ショートカットの使用ショートカットの使用ショートカットの使用ショートカットの使用
ショートカットを使用すると、HTML または PL/SQL ファンクションを繰り返しコーディ
ングする必要がなくなります。ショートカットを使用して、ボタン、HTML テキスト、
PL/SQL プロシージャ、HTML などのコンポーネントを定義できます。ショートカットを定
義すると、そのショートカットが使用される位置に固有な特定の構文を使用して起動できま
す。ショートカットは何度でも参照できるため、コードの重複を削減できます。

ショートカットの定義ショートカットの定義ショートカットの定義ショートカットの定義
ショートカットをアプリケーションに組み込むには、ショートカットを定義して、ショート
カット・リポジトリに追加する必要があります。新しいショートカットを参照するには、次
の構文を使用します。

"MY_SHORTCUT"

ショートカットの名前は、大文字で指定し、引用符で囲む必要があります。

新しいショートカットを定義するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「ショートカットショートカットショートカットショートカット」タブを選択します。

3. 「作成作成作成作成」をクリックします。

4. 画面に表示される手順に従います。

新しいショートカットがショートカット・リポジトリに追加され、次の属性で選択可能にな
ります。

� 「HTML テキスト（ショートカットあり）」として定義されたリージョンのリージョン・
ソース属性（8-15 ページの「リージョンの作成」を参照）

� リージョンのヘッダーおよびフッターのテキスト属性（7-42 ページの「リージョンの
ヘッダーおよびフッターの指定」を参照）

� アイテム・ラベル属性およびアイテムのデフォルト値属性（7-43 ページの「アイテム」
を参照）

� リージョン・テンプレート属性（7-18 ページの「テンプレートの編集」を参照）
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ヘルプ・ページの作成
ヘルプ・ページの作成ヘルプ・ページの作成ヘルプ・ページの作成ヘルプ・ページの作成
Oracle HTML DB には、アプリケーションのヘルプを迅速かつ容易に作成するための組込み
属性が含まれています。アプリケーションのヘルプを作成するには、次の手順を実行しま
す。

� 専用のヘルプ・ページおよびヘルプ・リージョンの作成

� ページ・ヘルプ・テキストの定義

� アイテム・ヘルプ・テキストの定義

� ヘルプ・ページにリンクするためのナビゲーション・バー・アイコンの作成

Oracle HTML DB で作成したヘルプは、専用のヘルプ・ページに表示されます。ヘルプを表
示するには、専用のヘルプ・ページへのリンクをクリックします。このヘルプ・ページに
は、表示しているページに固有のページ・ヘルプおよびアイテム・ヘルプのトピックが表示
されます。

この項の内容は次のとおりです。

� ヘルプ・ページおよびヘルプ・リージョンの作成

� ヘルプ・テキストの定義

� ヘルプ・ナビゲーション・バー・アイコンの作成

ヘルプ・ページおよびヘルプ・リージョンの作成ヘルプ・ページおよびヘルプ・リージョンの作成ヘルプ・ページおよびヘルプ・リージョンの作成ヘルプ・ページおよびヘルプ・リージョンの作成
アプリケーションのヘルプを作成するための 初の手順は、専用のページおよびヘルプ・テ
キスト・リージョンを作成することです。

新しいヘルプ・ページを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 次のいずれかの操作を実行して、特定のページにナビゲートします。

� 「ページを編集」フィールドにページ ID を入力して、「実行実行実行実行」をクリックします。

� ページ名をクリックします。

4. 「ページ・レンダリング」の「ページ」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

5. リージョン・タイプを選択するように求められたら、「その他その他その他その他」をクリックして、「ヘルヘルヘルヘル
プ・テキストプ・テキストプ・テキストプ・テキスト」を選択します。

6. 画面に表示される手順に従います。
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ヘルプ・ページの作成
新しいヘルプ・テキスト・リージョンを作成するには、次の手順を実行します。

1. ヘルプ・ページのページ定義にナビゲートします。

2. 「リージョン」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

3. リージョン・タイプを選択するように求められたら、「その他その他その他その他」をクリックして、「ヘルヘルヘルヘル
プ・テキストプ・テキストプ・テキストプ・テキスト」を選択します。

4. 画面に表示される手順に従います。

ヘルプ・テキストの定義ヘルプ・テキストの定義ヘルプ・テキストの定義ヘルプ・テキストの定義
ページ・ヘルプおよびアイテム・ヘルプのテキストは、ページおよびアイテムの属性として
定義します。アプリケーションの作成時にこれらの属性を定義することをお薦めします。次
の手順では、簡略化のために、これらの属性を定義した後にヘルプのテキストを定義する方
法について説明します。

ページ・ヘルプ・テキストを定義するには、次の手順を実行します。

1. ページ・ヘルプを追加するページのページ定義にナビゲートします。

2. 「ページ」で、「編集編集編集編集」をクリックして、ページ属性を表示します。

3. 「ページ・ヘルプ・テキストページ・ヘルプ・テキストページ・ヘルプ・テキストページ・ヘルプ・テキスト」までスクロールします。

4. 表示されたフィールドにヘルプ・テキストを入力します。

5. 「変更を適用変更を適用変更を適用変更を適用」をクリックします。

ページ・ヘルプ・テキストが必要な各ページに対して、これらの手順を実行します。

アイテム・ヘルプ・テキストを定義するには、次の手順を実行します。

1. アイテム・ヘルプを追加するページのページ定義にナビゲートします。

2. 「アイテム」で、編集するアイテムの名前をクリックします。

3. 「ヘルプ・テキストヘルプ・テキストヘルプ・テキストヘルプ・テキスト」までスクロールします。

4. 表示されたフィールドにヘルプ・テキストを入力します。

5. 「変更を適用変更を適用変更を適用変更を適用」をクリックします。

ヘルプ・テキストが必要な各アイテムに対して、これらの手順を実行します。
8-44 Oracle HTML DB ユーザーズ・ガイド



アプリケーションからの電子メールの送信
ヘルプ・ナビゲーション・バー・アイコンの作成ヘルプ・ナビゲーション・バー・アイコンの作成ヘルプ・ナビゲーション・バー・アイコンの作成ヘルプ・ナビゲーション・バー・アイコンの作成
ヘルプを作成したら、次に、ユーザーがリンクに使用するためのナビゲーション・バー・ア
イコンを作成します。

ナビゲーション・バー・アイコンを作成するには、次の手順を実行します。

1. ページ定義にナビゲートします。

2. 「ナビゲーション・バー」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

3. 適切なナビゲーション・バー・エントリ属性を指定します。

� 順序

� alt タグ・テキスト

� アイコン・イメージ名

� イメージの高さおよびイメージの幅

� テキスト

ターゲット位置を指定します。

4. ターゲット位置を指定するには、次の手順を実行します。

� 「ターゲット・タイプ」で、「このアプリケーションのページこのアプリケーションのページこのアプリケーションのページこのアプリケーションのページ」を選択します。

� 「ページ」で、ページ番号を指定します。

� 「リクエスト」で、次のとおり入力します。

&APP_PAGE_ID.

「リクエスト」に置換文字列 &APP_PAGE_IDを指定することによって、HTML DB エン
ジンに対して、ユーザーがこのアイコンをクリックした場合にカレント・ページのヘル
プ・テキストを表示するように指示します。

アプリケーションからの電子メールの送信アプリケーションからの電子メールの送信アプリケーションからの電子メールの送信アプリケーションからの電子メールの送信
HTMLDB_MAILという PL/SQL パッケージをコールすることによって、Oracle HTML DB ア
プリケーションから電子メールを送信できます。このパッケージは、Oracle で提供される
UTL_SMTPパッケージをベースとして構築されています。このような依存性があるため、
HTMLDB_MAILを使用するには、UTL_SMTPパッケージがインストール済で機能している必
要があります。

参照参照参照参照 : UTL_SMTP パッケージの詳細は、『PL/SQL パッケージ・プロ
シージャおよびタイプ・リファレンス』を参照してください。
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アプリケーションからの電子メールの送信
メールを送信するための も有効な方法は、バックグラウンド・ジョブ（DBMS_JOBパッ
ケージ）を作成して、アクティブなメール・キューに格納されているすべてのメール・メッ
セージを定期的に送信することです。DBMS_JOBパッケージは、Oracle HTML DB のインス
トール時に自動的に作成されます。このパッケージは、15 分ごとにメール・キューを送信し
ます。DBMS_JOBパッケージには、2 つのパラメータがあります。インストール時の
p_smtp_hostのデフォルト値は、localhostで、p_smpt_portnoのデフォルト値は、
25です。

� p_smtp_host: SMTP ゲートウェイのホスト名です。デフォルト値は、localhostで
す。

� p_smpt_portno: SMTP ゲートウェイのポート番号です。デフォルト値は、25です。

ユーザーがアプリケーションから外部への電子メール・メッセージを送信できるようにする
には、HTMLDB_MAIL.SENDプロシージャを起動します。

Oracle HTML DB では、未送信の電子メール・メッセージは、HTMLDB_MAIL_QUEUEとい
う表に格納されます。プロシージャ HTMLDB_MAIL.PUSH_QUEUEを起動することによって、
このキューに格納されたメール・メッセージを指定した SMTP ゲートウェイに配信できま
す。このプロシージャには、2 つのパラメータを入力する必要があります。

� p_smtp_hostname: SMTP ゲートウェイのホスト名を定義します。

� p_smtp_portno: SMTP ゲートウェイのポート番号を定義します（25 など）。

Oracle HTML DB によって、正常に送信されたメッセージのログが、サーバーのローカル時
間でのタイムスタンプとともに HTMLDB_MAIL_LOGに作成されます。

メールを送信するための も有効な方法は、バックグラウンド・ジョブ（DBMS_JOBパッ
ケージ）を作成して、アクティブなメール・キューに格納されているすべてのメール・メッ
セージを定期的に送信することです。

次に、シェル・スクリプトを使用した HTMLDB_MAIL.PUSH_QUEUE プロシージャの使用
例を示します。この例は、UNIX または Linux の使用環境にのみ適用されます。この例で
は、SMTP ゲートウェイのホスト名は smtp01.oracle.com、SMTP ゲートウェイのポート
番号は 25として定義されています。

SQLPLUS / <<EOF
EXEC FLOWS.HTMLDB_MAIL.PUSH_QUEUE('smtp01.oracle.com','25');
DISCONNECT
EXIT
EOF

参照参照参照参照 : これらのデフォルト値の変更については、15-6 ページの「エンジ
ン設定の管理」を参照してください。

参照参照参照参照 : ジョブ・キューの管理の詳細は、『Oracle Database 管理者ガイド』
を参照してください。
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アプリケーションのデバ
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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

この章では、デバッグ・モードの表示、SQL トレースの有効化、ページ・レポートの表示な
ど、アプリケーションの様々なデバッグ方法を説明し、コンポーネントを手動で削除して問
題を特定する方法を説明します。

この章の内容は次のとおりです。

� パフォーマンス・チューニング

� セッション・ステートの確認

� デバッグ・モードへのアクセス

� SQL トレースの有効化および TKPROF の使用

� アプリケーションとページのリソース使用の監視

� ページ・レポートの表示

� 問題のある SQL 問合せのデバッグ

� コンポーネントの削除による問題の特定
ッグ 9-1



パフォーマンス・チューニング
パフォーマンス・チューニングパフォーマンス・チューニングパフォーマンス・チューニングパフォーマンス・チューニング
多くの同時ユーザーが存在するアプリケーションでは、 適なパフォーマンスを保持するこ
とが重要です。アプリケーションのパフォーマンスを 適化するには、次のとおり Oracle 
HTML DB の機能を使用する必要があります。

� アプリケーションではできるかぎりバインド変数を使用します。SQL 問合せ、およびプ
ロセスや検証などのアプリケーション・ロジックでバインド変数構文を使用すると、
セッション・ステート値を参照できます。バインド変数を使用してセッション・ステー
トにアクセスすると、 も効率的にセッション・ステートを参照できます。

� #TIMING#置換文字列をリージョン・フッターに含めて、各リージョンのタイミングを
表示します。

セッション・ステートの確認セッション・ステートの確認セッション・ステートの確認セッション・ステートの確認
多くのアプリケーションは、アプリケーション・アイテムに含まれるデータに基づいていま
す。たとえばボタンは、セッション・ステートに格納された値に基づいて、条件付きで表示
される場合があります。アプリケーションのページのカレント・セッション・ステートを表
示するには、「開発者」ツールバーの「セッション」リンクをクリックします。

デバッグ・モードへのアクセスデバッグ・モードへのアクセスデバッグ・モードへのアクセスデバッグ・モードへのアクセス
デバッグ・モードでページを表示すると、ページをレンダリングする HTML DB エンジンの
動作状況を効率的に追跡できます。デバッグ・モードにアクセスするには、「開発者」ツー
ルバーの「デバッグデバッグデバッグデバッグ」リンクをクリックします。

参照参照参照参照 :

� 6-19 ページの「バインド変数」を参照してください。

� 6-23 ページの「置換文字列の使用」を参照してください。

参照参照参照参照 :

� 7-10 ページの「「開発者」ツールバーの使用」を参照してください。

� 6-14 ページの「セッション・ステートの表示」を参照してください。

� 6-15 ページの「セッション・ステート値の管理」を参照してくださ
い。

� 11-4 ページの「セッション・ステートおよびユーザー設定項目の管
理」を参照してください。

参照参照参照参照 : 7-10 ページの「「開発者」ツールバーの使用」を参照してくださ
い。
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SQL トレースの有効化および TKPROF の使用
デバッグ・モードでは、特定の HTML DB エンジン機能に対応する時間コードが表示されま
す。これは、エンジンによってセッション・ステートが設定されるタイミングを判断するた
めに役立ちます。ページの下部には、ページ定義の詳細が表示されます。ここでは、ページ
およびコンポーネント属性にリンクできるのみでなく、アイテム名および計算ポイントとプ
ロセス・ポイントの詳細を表示できます。デバッグ・モードを終了するには、「開発者」
ツールバーの「デバッグなしデバッグなしデバッグなしデバッグなし」をクリックします。

また、f?p構文を使用してアプリケーションをデバッグ・モードで実行することもできま
す。この場合、ページをコールして、デバッグ引数を YESに設定するのみです。次に例を示
します。

f?p=100:1:&SESSION::YES

SQL トレースの有効化およびトレースの有効化およびトレースの有効化およびトレースの有効化および TKPROF の使用の使用の使用の使用
セッションをトレースすると、アプリケーションを効率的にデバックできます。データベー
スの観点では、各ページ・リクエストが単一のデータベース・セッションとみなされます。
SQL トレースを有効にすると、Oracle HTML DB によって一時ファイルが作成されます。こ
のファイルは、TKPROF ユーティリティを使用して解析できます。

Oracle HTML DB で SQL トレースを有効にするには、f?p構文を使用して引数
p_trace=YESを設定します。たとえば、アプリケーション 100 の 1 ページ目の表示をト
レースするには、次の構文を使用します。

http:/.../f?p=100:1&p_trace=YES

TKPROF ユーティリティを使用するには、次の操作を実行します。

� トレース・ファイルが作成されたディレクトリにナビゲートします。

� 次のコマンドを入力して、TKPROF ユーティリティの使用方法の説明を表示します。

tkprof help=yes

参照参照参照参照 : 6-20 ページの「f?p 構文を使用したページのリンク」を参照してく
ださい。

参照参照参照参照 : TKPROF ユーティリティの使用方法の詳細は、『Oracle Database
パフォーマンス・チューニング・ガイド』を参照するか、またはデータ
ベース管理者にお問い合せください。
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アプリケーションとページのリソース使用の監視
アプリケーションとページのリソース使用の監視アプリケーションとページのリソース使用の監視アプリケーションとページのリソース使用の監視アプリケーションとページのリソース使用の監視
組込みパッケージ DBMS_APPLICATION_INFOをコールすると、Oracle HTML DB アプリ
ケーションおよびページのリソース使用を監視できます。HTML DB エンジンがページをレ
ンダリングまたは処理すると、モジュールが HTML DBに設定され、アプリケーション ID お
よびページ ID が含められます。設定後は、V$SESSIONおよび V$SQLAREAビューを使用し
て、トランザクションを監視できます。

ページ・レポートの表示ページ・レポートの表示ページ・レポートの表示ページ・レポートの表示
すべてのページ定義で、左側のナビゲーション・ペインに「ページ・レポート」リストが表
示されます。各レポートは、ページを定義するコンポーネントの異なる外観を提供します。
特にページの詳細レポートでは、現在定義されているすべてのページ・コンポーネントおよ
びページ・プロセスを記述しています。

ページの詳細レポートにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 該当するページ定義にナビゲートします。

4. 左側のナビゲーション・ペインの「ページ・レポートページ・レポートページ・レポートページ・レポート」をクリックして、リストを展開
します。

5. 「ページの詳細（ポップアップ・ページ）ページの詳細（ポップアップ・ページ）ページの詳細（ポップアップ・ページ）ページの詳細（ポップアップ・ページ）」をクリックします。

ページの詳細レポートが表示されたら、ページの上部にある次のオプションを選択し
て、情報を表示または非表示にできます。

� すべてすべてすべてすべて : デフォルトで有効になっています。定義されたリージョン、アイテム、ボ
タン、プロセス、検証、ブランチ、計算などのカレント・ページの詳細を表示しま
す。

� リージョン、アイテムおよびボタンリージョン、アイテムおよびボタンリージョン、アイテムおよびボタンリージョン、アイテムおよびボタン : ページの各リージョンで定義されたすべての
アイテムおよびボタンの詳細を表示します。

� プロセスプロセスプロセスプロセス : ソース・コードなどの定義されたプロセスの詳細を表示します。

� 検証検証検証検証 : カレント・ページで実行される定義済の検証を表示します。

� ブランチブランチブランチブランチ : カレント・ページで実行されるブランチ処理の詳細を表示します。

� 計算計算計算計算 : ページ・レベルまたはアプリケーション・レベルで定義されたカレント・
ページの計算の詳細を表示します。

参照参照参照参照 : 7-7 ページの「ページ・レポートの表示」を参照してください。
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問題のある問題のある問題のある問題のある SQL 問合せのデバッグ問合せのデバッグ問合せのデバッグ問合せのデバッグ
問合せが正常に実行されていない可能性がある場合、SQL Plus または SQL Workshop で実
行することをお薦めします。いずれの方法でも、アプリケーションのコンテキスト外で問合
せがテストされるため、問題を簡単に判別できます。

コンポーネントの削除による問題の特定コンポーネントの削除による問題の特定コンポーネントの削除による問題の特定コンポーネントの削除による問題の特定
ページを正常に実行できない場合は、コンポーネントを 1 つずつ削除することをお薦めしま
す。この方法を使用すると、問題の原因となっている可能性があるコンポーネントを迅速に
判別できます。条件付き表示属性 NEVER を選択すると、コンポーネントをすぐに無効にで
きます。

条件付き表示属性を使用してコンポーネントを削除するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 該当するページ定義にナビゲートして、無効にするコンポーネントの属性ページにナビ
ゲートします。

4. 条件付き表示属性が表示されるまでスクロールして、「なしなしなしなし」を選択します。

5. 「変更を適用変更を適用変更を適用変更を適用」をクリックして、ページ定義に戻ります。

6. ページを再度実行します。

7. ページが正常に実行されるまで、継続してコンポーネントを削除します。

参照参照参照参照 :

� 7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照してください。

� 7-37 ページの「ページ属性の表示」を参照してください。

� 6-9 ページの「条件付きのレンダリングおよびプロセスの理解」を参
照してください。

� 7-57 ページの「ページの実行」を参照してください。
アプリケーションのデバッグ 9-5



コンポーネントの削除による問題の特定
9-6 Oracle HTML DB ユーザーズ・ガイド



アプリケーション
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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、Application Builder ユーティリティに関する情報を示し、アプリケーションを
エクスポートおよびインポートする方法およびアプリケーション・セキュリティを管理する
方法を説明します。

この章の内容は次のとおりです。

� Application Builder ユーティリティへのアクセス

� アプリケーションのエクスポートおよびインポート

� CSS、イメージおよび静的ファイルのアップロード

� セキュリティの理解

� 認証を介したユーザーの本人確認

� 認可を介したセキュリティの提供
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Application Builder ユーティリティへのアクセス
Application Builder ユーティリティへのアクセスユーティリティへのアクセスユーティリティへのアクセスユーティリティへのアクセス
Application Builder には、アプリケーションの管理に役立つ多くのユーティリティが含まれ
ています。これらのユーティリティには、「Application Builder ユーティリティ」タブから
アクセスできます。

Application Builder ユーティリティにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ」タブを選択します。

「Application Builder ユーティリティ」ページに、次のユーティリティが表示されます。

� アプリケーションを言語変換

� CSS およびイメージ・ファイルを管理

� エクスポート / インポート

� エクスポート・リポジトリを表示

アプリケーションのサマリー・レポートおよび使用率レポートの表示アプリケーションのサマリー・レポートおよび使用率レポートの表示アプリケーションのサマリー・レポートおよび使用率レポートの表示アプリケーションのサマリー・レポートおよび使用率レポートの表示
「Application Builder ユーティリティ」ページの下部に、次の 2 つのリストが表示されます。

� アプリケーションのサマリー・レポート

� 使用率レポート

特定のレポートを表示するには、次の手順を実行します。

1. 該当するリストをクリックして展開します。

2. レポートのタイトルを選択します。

3. 画面に表示される手順に従います。

アプリケーションのレポートには、アプリケーション・ナビゲーション・ペインで選択して
アクセスすることもできます。

参照参照参照参照 :

� 16-2 ページの「アプリケーションの言語変換およびグローバリゼー
ション・サポート」を参照してください。

� 10-3 ページの「アプリケーションのエクスポートおよびインポート」
を参照してください。
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アプリケーションのエクスポートおよびインポート
アプリケーションのエクスポートおよびインポートアプリケーションのエクスポートおよびインポートアプリケーションのエクスポートおよびインポートアプリケーションのエクスポートおよびインポート
アプリケーションを Oracle HTML DB の 1 つのインスタンスから別のインスタンスに移動す
るには、アプリケーション定義をファイルにエクスポートする必要があります。アプリケー
ション定義のエクスポートは、開発環境外にアプリケーションを配置するための 初の手順
です。

次のユーティリティを使用して、アプリケーション定義とすべての関連ファイルをエクス
ポートおよびインポートします。

� エクスポートエクスポートエクスポートエクスポート : 管理者である場合は、エクスポートを使用して、アプリケーション、作
業領域（作業領域管理者のみ）、およびその他の関連ファイル（カスケード・スタイル
シート、イメージ、静的ファイル、スクリプト・ファイルなど）をエクスポートできま
す。

� エクスポート・リポジトリを表示エクスポート・リポジトリを表示エクスポート・リポジトリを表示エクスポート・リポジトリを表示 : ビュー・エクスポート・リポジトリを使用すると、
Oracle HTML DB にインポートされたエクスポート・ファイルを格納およびインストー
ルできます。インポートしたファイルは、このリポジトリで表示したり、作業領域にイ
ンストールすることができます。

この項の内容は次のとおりです。

� アプリケーションをエクスポートする方法

� データベース・オブジェクトの管理

� アプリケーションおよび関連ファイルのエクスポート

� エクスポートされたアプリケーション・ファイルのインポート

� ビュー・エクスポート・リポジトリからのファイルのインストール

アプリケーションをエクスポートする方法アプリケーションをエクスポートする方法アプリケーションをエクスポートする方法アプリケーションをエクスポートする方法
アプリケーションを他の作業領域に移動するか、コピーするかにかかわらず、エクスポー
ト・プロセスでは、次の手順を実行します。

� エクスポートを使用して、アプリケーションおよびすべての関連ファイルをエクスポー
トします。

� エクスポートされたファイルをターゲットの Oracle HTML DB インスタンスにインポー
トします。ターゲット・インスタンスが別のデータベースの場合は、必要なデータベー
ス・オブジェクトをエクスポートおよびインポートする必要もあります。

参照参照参照参照 :

� 7-4 ページの「アプリケーションのナビゲーション・ペインの概要」
を参照してください。

� 7-7 ページの「ページ・レポートの表示」を参照してください。
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アプリケーションのエクスポートおよびインポート
� ビュー・エクスポート・リポジトリからエクスポートされたファイルをインストールし
ます。

アプリケーションは、アプリケーションが開発された作業領域以外にもインポートできま
す。

データベース・オブジェクトの管理データベース・オブジェクトの管理データベース・オブジェクトの管理データベース・オブジェクトの管理
アプリケーションと適切な関連ファイルをエクスポートする前に、アプリケーションによっ
て参照されるデータベース・オブジェクトも移行する必要があるかどうかを判断する必要が
あります。

ターゲットの Oracle HTML DB インスタンスが開発環境とは異なる場合、アプリケーション
によって参照されるデータベース・オブジェクトを移行する必要があります。多くの場合、
これを行うには、Oracle データベースのエクスポート・ユーティリティおよびインポート・
ユーティリティを使用して、開発環境からターゲットの Oracle HTML DB インスタンスにア
プリケーション・スキーマをコピーするのみです。次に、この方法が適切でない一般的な
ケースを示します。

� オブジェクト開発スキーマが、ターゲット・インスタンス・スキーマがアクセス権を持
たない表領域を参照している場合

� 開発インスタンス・スキーマに、ターゲット・インスタンス・スキーマに移行しないサ
ンプル・データが含まれている場合

データベース管理者または Oracle HTML DB 管理者が Oracle HTML DB アプリケーション
のエクスポートを行う場合、それらの管理者と連絡して、次のことを明示しておく必要があ
ります。

� アプリケーションのエクスポート時に、すべてのデータを含める必要がある

� 指定した特定の表のデータを含めない

アプリケーションおよび関連ファイルのエクスポートアプリケーションおよび関連ファイルのエクスポートアプリケーションおよび関連ファイルのエクスポートアプリケーションおよび関連ファイルのエクスポート
アプリケーションおよびすべての関連ファイルをエクスポートするには、エクスポートを使
用します。アプリケーションのエクスポート時に、Oracle HTML DB によって PL/SQL コー
ルを含むテキスト・ファイルが生成されます。

アプリケーションをエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックして、「ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ」タブを選択します。

「Application Builder ユーティリティ」ページが表示されます。

2. 「エクスポートエクスポートエクスポートエクスポート / インポートインポートインポートインポート」をクリックします。

3. タスクを選択するように求められたら、「エクスポートエクスポートエクスポートエクスポート」を選択して、「次へ次へ次へ次へ」をクリッ
クします。
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アプリケーションのエクスポートおよびインポート
エクスポートが表示されます。既存のアプリケーションのリストを表示するには、ペー
ジの下部にある「既存のアプリケーション既存のアプリケーション既存のアプリケーション既存のアプリケーション」リストを展開します。

4. 「アプリケーション」リストからアプリケーションを選択します。

5. 「ファイル形式」から次のいずれかの形式を選択し、エクスポート・ファイルの行を形
式化する方法を選択します。

� UNIX: 改行で区切られた行が含まれるファイルが生成されます。

� DOS: キャリッジ・リターンと改行で区切られた行が含まれるファイルが生成され
ます。

6. 「所有者優先」から、このアプリケーションに対するオプションの優先所有者を選択し
ます。

アプリケーションをターゲット・インスタンスにインポートすると、ここで選択したエ
ントリによって「所有者」属性が置換されます。「所有者」属性は、アプリケーション
のすべての SQL および PL/SQL の解析対象となるスキーマを示します（7-30 ページの

「アプリケーション定義」を参照）。この機能は、開発バージョンのアプリケーション
を、ターゲット・インスタンスのスキーマとは異なる名前のスキーマに対して実行する
場合に役立ちます。

7. 「ビルド・ステータス優先」から、次のいずれかの項目を選択します。

� アプリケーションを実行のみアプリケーションを実行のみアプリケーションを実行のみアプリケーションを実行のみ

� アプリケーションを実行および構築アプリケーションを実行および構築アプリケーションを実行および構築アプリケーションを実行および構築

「アプリケーションを実行のみアプリケーションを実行のみアプリケーションを実行のみアプリケーションを実行のみ」は、アプリケーションをターゲット・インスタンスで
実行して、開発者からのアクセスを制限する場合にのみ選択してください。

8. 事前に定義されたとおりにアプリケーションをエクスポートするには、「日付日付日付日付」を使用
します。表示されるフィールドに、時間を分単位で指定します。

このユーティリティは、DBMS_FLASHBACKパッケージを使用します。システム変更番
号（SCN）マッピングへのタイムスタンプが約 5 分ごとにリフレッシュされるため、検
索しているバージョンの検出にはそれと同じ時間がかかる場合があります。元に戻す情
報が保持される時間は、起動パラメータ UNDO_RETENTION（デフォルトは 3 時間）に
影響されます。ただし、このパラメータは UNDO 表領域のサイズにのみ影響します。2
つのデータベースに同じ UNDO_RETENTIONパラメータが含まれている場合でも、トラ
ンザクション数が少ないデータベースでは、UNDO 表領域が一杯ではなく、以前の
データが強制的にアーカイブされるため、より前の時点に戻ることができます。

9. 「アプリケーションをエクスポートアプリケーションをエクスポートアプリケーションをエクスポートアプリケーションをエクスポート」をクリックします。

関連アプリケーション・ファイルのエクスポート関連アプリケーション・ファイルのエクスポート関連アプリケーション・ファイルのエクスポート関連アプリケーション・ファイルのエクスポート
エクスポートを使用すると、実際のアプリケーション・ファイルをエクスポートするのみで
なく、カスケード・スタイルシート、イメージ、スクリプト・ファイルなど、その他の関連
ファイルもエクスポートできます。
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関連アプリケーション・ファイルをエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックして、「ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ」タブを選択します。

「Application Builder ユーティリティ」ページが表示されます。

2. 「エクスポートエクスポートエクスポートエクスポート / インポートインポートインポートインポート」をクリックします。

3. タスクを選択するように求められたら、「エクスポートエクスポートエクスポートエクスポート」を選択して、「次へ次へ次へ次へ」をクリッ
クします。

4. カスケード・スタイルシート、イメージ、ファイルおよびスクリプト・ファイルをエク
スポートするには、次のいずれかのタブを選択します。

� CSS

� イメージ

� ファイル

� スクリプト・ファイル

カスケード・スタイルシート、イメージ、ファイルまたはスクリプト・ファイルのエク
スポートを選択した場合、このユーティリティによって、作業領域に含まれる選択した
タイプのすべてのファイルがエクスポートされることに注意してください。作業領域イ
メージをエクスポートする場合、特定のアプリケーションに関連付けられていないリポ
ジトリ内のイメージのみがエクスポートされることに注意してください。すべてのイ
メージが特定のアプリケーションに関連付けられている場合、作業領域イメージのエク
スポート・ファイルは空になります。

5. 画面に表示される手順に従います。

エクスポートされたアプリケーション・ファイルのインポートエクスポートされたアプリケーション・ファイルのインポートエクスポートされたアプリケーション・ファイルのインポートエクスポートされたアプリケーション・ファイルのインポート
アプリケーションおよびすべての関連ファイルをエクスポートしたら、それらをインストー
ルする前に、ターゲットの Oracle HTML DB インスタンスにインポートする必要がありま
す。

アプリケーションおよび関連ファイルをインポートするには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックして、「ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ」タブを選択します。

「Application Builder ユーティリティ」ページが表示されます。

2. 「エクスポートエクスポートエクスポートエクスポート / インポートインポートインポートインポート」をクリックします。

3. タスクを選択するように求められたら、「インポートインポートインポートインポート」を選択して、「次へ次へ次へ次へ」をクリック
します。

参照参照参照参照 : 「作業領域をエクスポート」タブの使用の詳細は、10-3 ページの
「アプリケーションのエクスポートおよびインポート」を参照してくださ
い。
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4. 「ファイルをインポート」で、インポートするファイルを指定します。

5. 「ファイル・タイプ」からインポートするファイルのタイプを選択して、「次へ次へ次へ次へ」をク
リックします。

ファイルをインポートすると、そのファイルをインストールするオプションが表示され
ます。ファイルは、ビュー・エクスポート・リポジトリから後でインストールすること
もできます。

ビュー・エクスポート・リポジトリからのファイルのインストールビュー・エクスポート・リポジトリからのファイルのインストールビュー・エクスポート・リポジトリからのファイルのインストールビュー・エクスポート・リポジトリからのファイルのインストール
ターゲットの Oracle HTML DB インスタンスにファイルをインポートしたら、そのファイル
が Application Builder でアクティブになる前にインストールする必要があります。

ビュー・エクスポート・リポジトリに格納されたファイルをインストールするには、次の手
順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックして、「ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ」タブを選択します。

「Application Builder ユーティリティ」ページが表示されます。

2. 「エクスポート・リポジトリを表示エクスポート・リポジトリを表示エクスポート・リポジトリを表示エクスポート・リポジトリを表示」をクリックします。

3. インストールするファイルを選択し、そのファイルの横の「インストールインストールインストールインストール」をクリック
してインストールします。

このページを使用すると、ファイルのインストールのみでなく、次の操作も実行できます。

� ビュー・エクスポート・リポジトリへのアプリケーションおよび関連ファイルのイン
ポート。これを行うには、「ファイルをインポートファイルをインポートファイルをインポートファイルをインポート」をクリックします。

� エクスポート・ファイルの削除。これを行うには、エクスポート・ファイルを選択し
て、ファイルを削除するためのボタンをクリックします。

アプリケーションおよび関連ファイルをビュー・エクスポート・リポジトリにインポートす
るには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックして、「ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ」タブを選択します。

「Application Builder ユーティリティ」ページが表示されます。

2. 「ファイルをインポートファイルをインポートファイルをインポートファイルをインポート」をクリックします。

3. 画面に表示される手順に従います。

アプリケーションおよび関連ファイルをビュー・エクスポート・リポジトリにインポー
トすると、それをインストールするオプションが表示されます。

4. アプリケーションをインストールするには、「インストールインストールインストールインストール」をクリックします。

「アプリケーションをインストール」ページが表示されます。

参照参照参照参照 : 10-7 ページの「ビュー・エクスポート・リポジトリからのファイ
ルのインストール」を参照してください。
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CSS、イメージおよび静的ファイルのアップロード
5. 「スキーマとして解析」からスキーマを選択します。これが、アプリケーションのすべ
ての SQL および PL/SQL の解析対象となるスキーマです。

6. 「ビルド・ステータス」から、次のいずれかの項目を選択します。

� アプリケーションを実行のみアプリケーションを実行のみアプリケーションを実行のみアプリケーションを実行のみ

� アプリケーションを実行および構築アプリケーションを実行および構築アプリケーションを実行および構築アプリケーションを実行および構築

「アプリケーションを実行のみアプリケーションを実行のみアプリケーションを実行のみアプリケーションを実行のみ」は、アプリケーションをターゲット・インスタンスで
実行して、開発者からのアクセスを制限する場合にのみ選択してください。

7. 「アプリケーションとしてインストール」から、次のいずれかの項目を選択します。

� エクスポート・ファイルからアプリケーションエクスポート・ファイルからアプリケーションエクスポート・ファイルからアプリケーションエクスポート・ファイルからアプリケーション ID を再利用を再利用を再利用を再利用

� 新しいアプリケーション新しいアプリケーション新しいアプリケーション新しいアプリケーション ID を自動割当てを自動割当てを自動割当てを自動割当て

� 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 ID を変更を変更を変更を変更

これらのオプションは、アプリケーション ID の競合を回避するために使用します。こ
れらのオプションは、同じ作業領域に同じアプリケーションの 2 つのバージョンをイン
ストールする必要がある場合に役立ちます。たとえば、本番インスタンスにアプリケー
ションを移行しているが、まだ開発バージョンを保持する必要がある場合などです。

CSS、イメージおよび静的ファイルのアップロード、イメージおよび静的ファイルのアップロード、イメージおよび静的ファイルのアップロード、イメージおよび静的ファイルのアップロード
カスケード・スタイルシート、イメージおよび静的ファイルを作業領域にアップロードする
には、CSS リポジトリ、イメージ・リポジトリおよび静的ファイル・リポジトリを使用しま
す。

カスケード・スタイルシート、イメージおよび静的ファイルを作業領域にアップロードする
には、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックして、「ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ」タブを選択します。

2. 「CSS およびイメージ・ファイルを管理およびイメージ・ファイルを管理およびイメージ・ファイルを管理およびイメージ・ファイルを管理」をクリックします。

CSS リポジトリが表示されます。

3. 適切なタブを選択します。

� カスケード・スタイルシート（カスケード・スタイルシート（カスケード・スタイルシート（カスケード・スタイルシート（CSS））））

� イメージイメージイメージイメージ

� 静的ファイル静的ファイル静的ファイル静的ファイル

4. 「作成作成作成作成」をクリックします。

5. 画面に表示される手順に従います。
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セキュリティの理解
セキュリティの理解セキュリティの理解セキュリティの理解セキュリティの理解
アプリケーションに対するセキュリティは、認証および認可を介して提供できます。認証認証認証認証
は、ユーザーがアプリケーションにアクセスする前に、そのユーザーの本人確認を行うプロ
セスです。認可認可認可認可は、事前定義されたユーザー権限に基づいて、特定のコンポーネントへの
ユーザーのアクセスを制御します。認証と認可はいずれも、「セキュリティ・ホーム」ペー
ジで作成および管理します。

「セキュリティ・ホーム」ページにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ」タブを選択します。

4. 「セキュリティ・ホーム」ページが表示されたら「認証認証認証認証」または「認可認可認可認可」のいずれかを
選択します。

セキュリティ・ナビゲーション・ペインの使用セキュリティ・ナビゲーション・ペインの使用セキュリティ・ナビゲーション・ペインの使用セキュリティ・ナビゲーション・ペインの使用
セキュリティ・ナビゲーション・ペインは「セキュリティ・ホーム」ページの左側に表示さ
れ、このペインから多くのセキュリティ機能にすばやくアクセスできます。

セキュリティ・ナビゲーション・ペインにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ」タブを選択します。

セキュリティ・ナビゲーション・ペインが、ページの左側に表示されます。

4. 「ナビゲートナビゲートナビゲートナビゲート」をクリックしてリストを展開します。

参照参照参照参照 :

� 10-10 ページの「認証を介したユーザーの本人確認」を参照してくだ
さい。

� 10-17 ページの「認可を介したセキュリティの提供」を参照してくだ
さい。
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認証を介したユーザーの本人確認
認証を介したユーザーの本人確認認証を介したユーザーの本人確認認証を介したユーザーの本人確認認証を介したユーザーの本人確認
認証は、ユーザーがアプリケーションにアクセスする前に、そのユーザーの本人確認を行う
プロセスです。認証では、ユーザーにユーザー名とパスワードの指定を要求するか、または
デジタル証明書や保護キーを使用する可能性があります。

認証スキームを作成する場合、多くの事前構成済の認証スキームから選択するか、既存のア
プリケーションから認証スキームをコピーするか、または独自のカスタム認証スキームを作
成できます。

この項の内容は次のとおりです。

� 認証の仕組みの理解

� 認証スキームの作成

� 認証スキーム・リポジトリの使用

� アプリケーションのカレント認証スキームの表示

� 事前構成済の認証スキーム

� 認証スキームを 初から作成する方法

認証の仕組みの理解認証の仕組みの理解認証の仕組みの理解認証の仕組みの理解
アプリケーションがユーザーとどのように対話するかを決定します。すべてのユーザーが同
じ権限を持つ場合、そのユーザーはパブリック・ユーザーとみなされます。ただし、アプリ
ケーションが各ユーザーを個別に追跡する必要がある場合は、認証方式を指定する必要があ
ります。

認証は、アプリケーションにアクセスする各ユーザーの本人確認を行います。多くの認証プ
ロセスで、ユーザーはなんらかの資格証明（ユーザー名とパスワードなど）を提供する必要
があります。これらの資格証明は評価され、合格または不合格のいずれかとなります。資格
証明が合格した場合、ユーザーはアプリケーションにアクセスできます。不合格の場合は、
アクセスが拒否されます。

ユーザーの本人確認が行われると、HTML DB エンジンが組込み置換文字列の値を設定し
て、各ユーザーを追跡します。ユーザーがページ間をナビゲートすると、HTML DB エンジ
ンが APP_USERの値を設定して、本人確認を行います。HTML DB エンジンは、各ユーザー
のセッション・ステートを追跡するための重要なコンポーネントとして APP_USERを使用し
ます。

プログラミングの観点では、次の構文を使用して APP_USERにアクセスできます。

� PL/SQL を使用する場合

v('APP_USER')
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認証を介したユーザーの本人確認
� PL/SQL または SQL のいずれかのバインド変数として使用する場合

:APP_USER

APP_USERを使用すると、独自のセキュリティ・チェックおよび条件付き処理を実行できま
す。たとえば、次の表を作成したと想定します。

CREATE TABLE my_security_table (
  user_id   VARCHAR2(30),
  privilege VARCHAR2(30));

表を作成したら、この表にユーザー権限情報を移入して、アプリケーション・ページ、タ
ブ、ナビゲーション・バー、ボタン、リージョンまたは他のアプリケーション・コンポーネ
ントの表示の制御に使用できます。

認証スキームの作成認証スキームの作成認証スキームの作成認証スキームの作成
アプリケーションを作成する場合、認証を含めるかどうかを決定する必要があります。次の
選択肢があります。

� 認証を要求しない。認証を要求しない。認証を要求しない。認証を要求しない。

Oracle HTML DB は、ユーザー資格証明を確認しません。すべてのユーザーが、アプリ
ケーションのすべてのページにアクセスできます。

� 組込み認証スキームを選択する。組込み認証スキームを選択する。組込み認証スキームを選択する。組込み認証スキームを選択する。

使用可能な事前構成済の認証スキームに基づいて、認証方式を作成します。選択するス
キームによっては、Oracle9iAS、Oracle Internet Directory または他の外部サービスの対
応するコンポーネントを構成する必要があります。

� カスタム認証スキームを作成する。カスタム認証スキームを作成する。カスタム認証スキームを作成する。カスタム認証スキームを作成する。

カスタム認証方式を作成すると、認証インタフェースを完全に制御できます。この方法
を実装するには、HTML DB エンジンが各ページ・リクエストを処理する前に実行する
PL/SQL ファンクションを提供する必要があります。このファンクションのブール戻り
値によって、HTML DB エンジンが通常どおりにページを処理するか、または失敗ペー
ジを表示するかが決まります。

認証スキームを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ」タブを選択します。

参照参照参照参照 : 6-23 ページの「置換文字列の使用」を参照してください。
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認証を介したユーザーの本人確認
4. 「認証認証認証認証」を選択します。

「認証スキーム」ページが表示されます。

5. 新しい認証スキームを作成するには、「スキームを作成スキームを作成スキームを作成スキームを作成」をクリックします。

6. 次のいずれかの項目を選択して、スキームの作成方法を指定します。

� 事前構成済の認証スキームに基づいて事前構成済の認証スキームに基づいて事前構成済の認証スキームに基づいて事前構成済の認証スキームに基づいて

� 既存の認証スキームのコピーとして既存の認証スキームのコピーとして既存の認証スキームのコピーとして既存の認証スキームのコピーとして

� 初から初から初から初から

7. 画面に表示される手順に従います。

認証スキーム・リポジトリの使用認証スキーム・リポジトリの使用認証スキーム・リポジトリの使用認証スキーム・リポジトリの使用
認証スキームを作成すると、使用可能な認証スキームが認証スキーム・リポジトリに表示さ
れます。

認証スキーム・リポジトリにナビゲートするには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ」タブを選択します。

4. 「認証認証認証認証」を選択します。

認証スキーム・リポジトリでは、次の操作を実行できます。

� 認証スキームのカレント化。これを行うには、「カレントにするカレントにするカレントにするカレントにする」リンクを選択します。

� 認証スキームの編集。これを行うには、「編集」アイコンをクリックします。

� 認証スキームのフロー・チャートの説明の表示。これを行うには、「ビュー」アイコン
をクリックします。

� 新しい認証スキームの作成。これを行うには、「スキームを作成スキームを作成スキームを作成スキームを作成」をクリックして、画
面に表示される手順に従います。

参照参照参照参照 :

� 10-13 ページの「事前構成済の認証スキーム」を参照してください。

� 10-15 ページの「認証スキームを 初から作成する方法」を参照して
ください。
10-12 Oracle HTML DB ユーザーズ・ガイド



認証を介したユーザーの本人確認
アプリケーションのカレント認証スキームの表示アプリケーションのカレント認証スキームの表示アプリケーションのカレント認証スキームの表示アプリケーションのカレント認証スキームの表示
アプリケーションのカレント認証スキームを表示するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

選択したアプリケーションのページ・リストが、ページの下部に表示されます。

2. 「属性を編集属性を編集属性を編集属性を編集」アイコンを選択します。

「アプリケーション属性を編集」ページが表示されます。

3. 「セッション管理」属性までスクロールして「管理管理管理管理」をクリックします。

「認証スキーム」ページが表示されます。使用可能な認証スキームが認証スキーム・リ
ポジトリに表示されます。認証スキームをカレントのスキームとして指定して、アプリ
ケーションにそのスキームを適用します。

4. 認証スキームをカレント・アプリケーションに適用するには、「カレントにするカレントにするカレントにするカレントにする」リン
クを選択します。

事前構成済の認証スキーム事前構成済の認証スキーム事前構成済の認証スキーム事前構成済の認証スキーム
事前構成済の認証スキームを選択すると、Oracle HTML DB によって、標準動作の認証およ
びセッション管理を行う認証スキームがアプリケーションに作成されます。次に、使用可能
な事前構成済の認証スキームについて説明します。

� 公開資格証明公開資格証明公開資格証明公開資格証明を使用すると、ユーザー名を取得する組込みログイン・ページを使用し
て、自分のアプリケーションがすべてのユーザーからアクセス可能になります。これ
は、アプリケーションの開発中に役立ちます。

� HTML DB アカウント資格証明アカウント資格証明アカウント資格証明アカウント資格証明は、Oracle HTML DB ユーザー・リポジトリで作成およ
び管理される内部ユーザー（「Cookie ユーザー」ともいう）・アカウントを参照します。
この SCHEME 認証方式を使用すると、アプリケーションをこれらのアカウントに対し
て簡単に認証できます。

� LDAP 資格証明の検証資格証明の検証資格証明の検証資格証明の検証を行うには、使用する外部 LDAP ディレクトリに対する構成パラ
メータを指定する必要があります。

� 認証なし（認証なし（認証なし（認証なし（DAD を使用）を使用）を使用）を使用）では、DAD 構成に格納された値、またはアカウント情報が
DAD 構成に格納されていない場合に Basic 認証要求を使用して取得されたユーザー名
のいずれかとして、データベース・アクセス記述子（DAD）からユーザー名が取得され
ます。

� Oracle9iAS Single Sign-On（パートナ・アプリケーションとしての HTML DB エンジ
ン）は、Oracle9iAS Single Sign-On（SSO）Server に認証を委譲します。認証スキーム
を使用するには、サイトは、SSO Server にパートナ・アプリケーションとして登録され
ている必要があります。詳細は、管理者に連絡してください。
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認証を介したユーザーの本人確認
� Oracle9iAS Single Sign-On（パートナ・アプリケーションとしての My Application）
は、SSO Server に認証を委譲します。この場合、SSO にアプリケーションをパートナ・
アプリケーションとして登録する必要があります。詳細は、次のページを参照してくだ
さい。

DAD 資格証明の検証資格証明の検証資格証明の検証資格証明の検証
データベース・アクセス記述子（DAD）データベース認証では、Oracle データベース固有
の認証と、Basic 認証スキームを使用してユーザーを認証するユーザー・メカニズムを使用
します。DAD 資格証明の検証を使用するには、次の条件を満たしている必要があります。

� 各アプリケーション・ユーザーが、Oracle データベースにユーザー・アカウントを持っ
ている。

� Basic 認証用の PL/SQL DAD を構成している（アカウント情報なし）。

これによって、アプリケーション・ユーザーは、ブラウザ・セッションごとに 1 回ユー
ザー名 / パスワードを要求されます。その後、ユーザー ID トークンが APP_USERアイ
テム内で使用可能になります。

DAD データベース認証は、管理可能な数のユーザーに対して 小限の設定のみが必要な認
証方式を実装する場合に役立ちます。これらのユーザーがすでにデータベース内に自己管理
されたアカウントを持っており、この認証方式を短期間（たとえば、開発のデモンストレー
ションまたはプロトタイプ段階の間）のみ使用することが理想です。

この方法の主なデメリットは、特にユーザーが自分のパスワードを管理していないか、また
はユーザーのデータベース・アカウントがアプリケーションへの認証を容易化するためのみ
に存在している場合に、アカウントのメンテナンスが負担となることです。

HTML DB アカウント資格証明アカウント資格証明アカウント資格証明アカウント資格証明
HTML DB アカウント資格証明は、Oracle HTML DB ユーザー・リポジトリで作成および管
理される内部ユーザー（「Cookie ユーザー」ともいう）・アカウントを使用します。作業領
域管理者は、「ユーザーを管理」ページを使用して、ユーザー・アカウントを作成および編
集できます。HTML DB アカウント資格証明は、次の場合に優れたソリューションです。

� ユーザー・アカウント・リポジトリを制御する場合

� ユーザー名およびパスワードに基づいたセキュリティで十分な場合

� シングル・サインオン・フレームワークへの統合が不要な場合

この方法は特に、ユーザー・グループを新しいアプリケーションで迅速に起動および実行す
る必要がある場合に適しています。

参照参照参照参照 : ユーザー・アカウントを作成および管理する方法の詳細は、11-2
ページの「ユーザーの管理」を参照してください。
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認証を介したユーザーの本人確認
LDAP 資格証明の検証資格証明の検証資格証明の検証資格証明の検証
ログイン・ページを使用する認証スキームは、Lightweight Directory Access Protocol

（LDAP）を使用して、ログイン・ページで送信されるユーザー名およびパスワードを検証す
るように構成できます。Application Builder には、このオプションの構成方法を示すウィ
ザードと編集ページが含まれています。これらのウィザードでは、この構成のために、ご使
用のアプリケーションにアクセス可能な LDAP ディレクトリがすでに存在していることと、
LDAP ディレクトリが資格証明の検証の SIMPLE_BIND_Sコールに応答できることを想定し
ています。LDAP 資格証明の認証スキームを作成する場合、ウィザードによって LDAP ホス
ト名、LDAP ポート、DN 文字列が要求され保存されます。オプションの事前処理ファンク
ションを指定して、API に渡されるユーザー名の書式設定を調整できます。

Single Sign-On Server の検証の概要の検証の概要の検証の概要の検証の概要
Oracle HTML DB アプリケーションは、Oracle Application Server の Single Sign-On（SSO）
インフラストラクチャでパートナ・アプリケーションとして実行できます。実行には、アプ
リケーション（または HTML DB エンジン）をパートナ・アプリケーションとして登録する
必要があります。アプリケーションまたは HTML DB エンジンをパートナ・アプリケーショ
ンとして登録するには、Oracle Application Server のパートナ・アプリケーションの登録手
順に従い、Oracle9iAS Portal Developer Kit（PDK）をインストールします。

この方法を選択する場合、ご使用のアプリケーションでは統合されたログイン・ページが使
用されません。かわりに、ユーザーが新しいブラウザ・セッションでアプリケーションにア
クセスすると、HTML DB エンジンによって Single Sign-On ログイン・ページにリダイレク
トされます。ユーザーが SSO によって認証されると、SSO コンポーネントはアプリケー
ションにリダイレクトし、HTML DB エンジンにユーザー識別情報およびその他の情報を渡
します。その後、ユーザーはログオフするか、ブラウザ・セッションを終了するか、または
その他のセッション終了イベントが発生するまでアプリケーションを使用できます。

認証スキームを 初から作成する方法認証スキームを 初から作成する方法認証スキームを 初から作成する方法認証スキームを 初から作成する方法
認証スキームを 初から作成すると、認証インタフェースを完全に制御できます。これは、
次のいずれかに該当する場合に 適な方法です。

� データベース認証または他の方式が適切でない。

� 独自のログイン・フォームおよび関連方式を開発する必要がある。

� Oracle9iAS Single Sign-On などの外部サービスに対して、ユーザー認証のすべての設定
を委譲する必要がある。

� Oracle HTML DB セッション管理のセキュリティを制御する必要がある。

� ユーザー・レベルまたはセッション・レベルでアクティビティを記録または監査する必
要がある。

� セッションのアクティビティ制限または存続期限を施行する必要がある。
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認証を介したユーザーの本人確認
� Oracle HTML DB ページ・プロセスの前に n 方向の条件付きリダイレクト・ロジックを
プログラムする必要がある。

� 一般的なセッション管理フレームワークを使用して、アプリケーションを Oracle HTML 
DB アプリケーション以外のアプリケーションと統合する必要がある。

� アプリケーションが、シームレス（たとえば、複数の Oracle HTML DB アプリケーショ
ン ID）に動作する複数のアプリケーションで構成されている。

セッション管理セキュリティセッション管理セキュリティセッション管理セキュリティセッション管理セキュリティ
Oracle HTML DB は、カスタム認証を実行する際に、次の 2 つの不適切な状況が発生しない
ようにします。

� あるユーザーが、他のユーザーに属するセッション・ステートに故意にアクセスしよう
とすること。ただし、ユーザーは任意のアプリケーション・セッション ID を URL に入
力できます。

� 失効したセッション・ステート（多くの場合、同じユーザーに属する以前のセッショ
ン・ステート）が不注意にアクセスされること。これは一般的に、アプリケーション・
ページへのブックマークを使用したために発生します。

Oracle HTML DB は、カスタム認証ファンクションによって設定されたユーザー ID トーク
ンが、アプリケーション・セッションが 初に作成された際に記録されたユーザー ID と一
致するかどうかを確認します。ユーザーがまだ認証されておらず、ユーザー ID が認識され
ていない場合、アクセスをしているセッション・ステートは、他のユーザーに属していませ
ん。これらの確認によって、リクエスト内のセッション ID が使用可能かどうかが判断され
ます。セッション ID が使用不可能な場合、HTML DB エンジンは適切なセッション ID を使
用して、同じページにリダイレクトします。

ログイン・ページの構築ログイン・ページの構築ログイン・ページの構築ログイン・ページの構築
Oracle HTML DB で新しいアプリケーションを作成すると、ログイン・ページが作成されま
す。ページの別名は、'LOGIN'です。このページは、認証スキームで「無効なセッション」
ページとして使用できます。このページは、Oracle HTML DB のログイン API をコールする
プロセスを使用して、資格証明の検証およびセッションの登録を実行するように構築されて
います。

また、アプリケーションを作成した後、Application Builder のホームページの「タスク」リ
ストから「このアプリケーションを拡張このアプリケーションを拡張このアプリケーションを拡張このアプリケーションを拡張」リンクを選択して、ログイン・ページを作成でき
ます。事前に構築されたモデル・ページを使用して、すべての UI を調整し、要件に対して
ロジックを加工して、独自のログイン・ページを構築することもできます。

参照参照参照参照 : 詳細は、13-42 ページの「HTMLDB_CUSTOM_AUTH」を参照し
てください。
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アプリケーションの作成後にログイン・ページを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

選択したアプリケーションのページ・リストが、ページの下部に表示されます。

3. ページの右側の「タスク」リストから、「このアプリケーションを拡張このアプリケーションを拡張このアプリケーションを拡張このアプリケーションを拡張」を選択します。

4. 「ログイン・ページログイン・ページログイン・ページログイン・ページ」を選択して、「次へ次へ次へ次へ」をクリックし、画面に表示される手順に従い
ます。

ディープ・リンクの概要ディープ・リンクの概要ディープ・リンクの概要ディープ・リンクの概要
ディープ・リンクは、コンテキスト外（たとえば、電子メールのハイパーリンクまたはワー
クフロー通知から）の Oracle HTML DB ページにリンクする機能を指します。コンテキスト
外のページにリンクし、そのアプリケーションでユーザー認証が必要な場合、ログイン・
ページが表示されます。資格証明の検証後、HTML DB エンジンは元のリンクで参照されて
いたページを自動的に表示します。ディープ・リンクは、認証スキームを使用するアプリ
ケーションに対してサポートされます。

認可を介したセキュリティの提供認可を介したセキュリティの提供認可を介したセキュリティの提供認可を介したセキュリティの提供
認可は、事前定義されたユーザー権限に基づいてリソースへのアクセスを制御することを示
す広義語です。条件は特定のページ・コンポーネントのレンダリングおよび処理を制御しま
すが、認可は特定のコンポーネントへのユーザーのアクセスを制御します。

この項の内容は次のとおりです。

� 認可スキームの動作方法

� 認可スキームの作成

� アプリケーション、ページまたはコンポーネントへの認可スキームの割当て

� 認可スキームの使用率レポートの表示

認可スキームの動作方法認可スキームの動作方法認可スキームの動作方法認可スキームの動作方法
認可スキームは、アプリケーションの認証スキームのセキュリティを強化します。認可ス
キームは、アプリケーション全体、各ページ、またはリージョン、アイテム、ボタンなどの
特定のコンポーネントに対して指定できます。たとえば、認可スキームを使用して、ユー
ザーに表示するタブ、リージョンまたはナビゲーション・バーを選択的に決定できます。
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認可スキームの結果は、成功または失敗のいずれかです。コンポーネント・レベルの認可ス
キームに成功すると、そのコンポーネントがユーザーに表示されます。失敗すると、そのコ
ンポーネントはユーザーに表示されません。アプリケーション・レベルまたはページ・レベ
ルの認可スキームに失敗すると、Oracle HTML DB は事前定義済のメッセージを表示しま
す。

認可スキームを定義する場合は、一意の名前を指定します。定義した認可スキームは、アプ
リケーションのコンポーネントに割り当てることができます。アプリケーションのコンポー
ネントに認可スキームを割り当てるには、該当する属性ページにナビゲートして、「認可ス
キーム」リストから認可スキームを選択するのみです。

認可スキームの作成認可スキームの作成認可スキームの作成認可スキームの作成
認可スキームは、アプリケーションまたはアプリケーション・コンポーネントに割り当てる
前に作成する必要があります。

認可スキームを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ」タブを選択します。

4. 「セキュリティ・ホーム」ページが表示されたら「認可認可認可認可」を選択します。

5. 「作成作成作成作成」をクリックします。

6. 次のいずれかの項目を選択して、認可スキームの作成方法を指定します。

� 初から

� 既存の認可スキームのコピーとして

7. 画面に表示される手順に従います。

既存の認可スキームの属性を編集するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ」タブを選択します。

4. 「セキュリティ・ホーム」ページが表示されたら「認可認可認可認可」を選択します。

既存の認可スキームが、ページの下部に表示されます。

5. 既存の認可スキームの属性を編集するには、「編集」アイコンをクリックします。

6. 画面に表示される手順に従います。
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「評価ポイント」属性「評価ポイント」属性「評価ポイント」属性「評価ポイント」属性
「評価ポイント」属性に、認可スキームを検証するタイミングを指定できます。認可スキー
ムをセッションごとに 1 回検証するか、またはページ・ビューごとに 1 回検証するかを選択
できます。

認可スキームがセッションごとに 1 回評価されるように指定して、その認可スキームが合格
した場合、基礎となるコード、テストまたは問合せは、そのアプリケーション・セッション
中に再実行されないことに注意してください。認可スキームが、セッション中の異なる時刻
に評価されると結果が異なる可能性があるテストで構成されている場合、評価ポイントを
ページ・ビューごとに 1 回に指定する必要があります。

認可スキーム・ステートのリセット認可スキーム・ステートのリセット認可スキーム・ステートのリセット認可スキーム・ステートのリセット
認可スキームがセッションごとに 1 回検証される場合、Oracle HTML DB は各ユーザーの
セッション・キャッシュ内に検証結果をキャッシュします。セッションの認可スキーム・ス
テートは、HTMLDB_UTIL.RESET_AUTHORIZATIONS API をコールしてリセットできます。

このプロシージャをコールすると、カレント・セッションに対して以前にキャッシュされた
認可スキームの結果が NULL になります。このプロシージャは引数を取らず、パブリックに
実行可能な HTMLDB_UTILパッケージの一部であることに注意してください。

アプリケーション、ページまたはコンポーネントへの認可スキームの割当てアプリケーション、ページまたはコンポーネントへの認可スキームの割当てアプリケーション、ページまたはコンポーネントへの認可スキームの割当てアプリケーション、ページまたはコンポーネントへの認可スキームの割当て
作成した認可スキームは、アプリケーション全体、ページまたはコンポーネントに割り当て
ることができます。

認可スキームをアプリケーションに割り当てるには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「属性を編集属性を編集属性を編集属性を編集」アイコンを選択します。

「アプリケーション属性を編集」ページが表示されます。

4. 「認可」までスクロールして、「認可スキーム」リストから認可スキームを選択します。

認可スキームをページに割り当てるには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

選択したアプリケーションのページ・リストが、ページの下部に表示されます。

参照参照参照参照 : 13-10 ページの「RESET_AUTHORIZATIONS プロシージャ」を参
照してください。
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3. 次のいずれかの操作を実行して、特定のページにナビゲートします。

� 「ページを編集」フィールドにページ ID を入力して、「実行実行実行実行」をクリックします。

� ページ名をクリックします。

4. 「ページ」の下にある「編集編集編集編集」をクリックして、ページ属性を表示します。

5. 「セキュリティ」までスクロールして、「認可スキーム」リストから認可スキームを選択
します。

認可スキームをページ・コンポーネントに割り当てるには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

選択したアプリケーションのページ・リストが、ページの下部に表示されます。

3. 次のいずれかの操作を実行して、特定のページにナビゲートします。

� 「ページを編集」フィールドにページ ID を入力して、「実行実行実行実行」をクリックします。

� ページ名をクリックします。

4. 認可スキームを適用するコンポーネントの属性にアクセスします（7-39 ページの
「「ページ・レンダリング」のコンポーネントの管理」を参照）。

5. 「認可」属性までスクロールして、「認可スキーム」リストから認可スキームを選択しま
す。

認可スキームの使用率レポートの表示認可スキームの使用率レポートの表示認可スキームの使用率レポートの表示認可スキームの使用率レポートの表示
認可スキームの使用率レポートを使用して、アプリケーションに含まれる認可スキームの詳
細を表示できます。

認可スキームの使用率レポートを表示するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ」タブを選択します。

4. 「セキュリティ・ホーム」ページが表示されたら「認可認可認可認可」を選択します。

セキュリティ・ナビゲーション・ペインが、ページの左側に表示されます。

5. 「ナビゲートナビゲートナビゲートナビゲート」をクリックして、リストを展開または縮小します。

6. 「使用率使用率使用率使用率」を選択します。

7. 「認可スキーム」リストから認可スキームを選択して、「実行実行実行実行」をクリックします。
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開発作業
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開発作業領域の管理開発作業領域の管理開発作業領域の管理開発作業領域の管理

Oracle HTML DB 開発環境では、開発者は作業領域という作業用の共有領域にログインしま
す。ユーザーは、開発者および作業領域管理者の 2 つの主なロールに分類されます。

開発者は、アプリケーションを作成および編集できます。作業領域管理者は、それに加え
て、作業領域の管理に役立つツールおよびレポートを使用できます。作業領域管理者は、作
業領域の管理ページを使用して、ユーザー・アカウントの作成および編集、作業領域アク
ティビティの監視、ログ・ファイルの確認、セッション・ステートの管理、レポートの表示
および開発サービスの管理を行うことができます。この章では、これらの作業領域管理者の
タスクを実行する方法を説明します。

この章の内容は次のとおりです。

� 管理者ロールの理解

� ユーザーの管理

� ユーザーの監視

� セッション・ステートおよびユーザー設定項目の管理

� 作業領域のレポートの表示

� 開発者アクティビティの監視

� ログ・ファイルの管理

� 開発サービスの管理
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管理者ロールの理解
管理者ロールの理解管理者ロールの理解管理者ロールの理解管理者ロールの理解
Oracle HTML DB 開発環境では、次の 2 つの異なる管理者ロールが存在します。

� 作業領域管理者

� Oracle HTML DB 管理者

作業領域管理者は、「管理サービス」ページ、およびこの章で説明するすべて機能を使用し
て、作業領域を管理します。一方、Oracle HTML DB 管理者は、複数の作業領域を含む完全
な Oracle HTML DB 管理環境インスタンスを管理します。作業領域管理者になるために、既
存の管理者は、管理者としての開発者を指定する必要があります。

ユーザーの管理ユーザーの管理ユーザーの管理ユーザーの管理
作業領域管理者は、新しいユーザー・アカウントの作成、既存のユーザー・アカウントの管
理およびパスワードの変更を行うことができます。ユーザー・アカウントは、特に内部

「Cookie ユーザー」認証を使用している場合に有効です。

この項の内容は次のとおりです。

� 新しいユーザー・アカウントの作成

� 既存のユーザー・アカウントの編集

� パスワードの変更

新しいユーザー・アカウントの作成新しいユーザー・アカウントの作成新しいユーザー・アカウントの作成新しいユーザー・アカウントの作成
作業領域管理者は、「ユーザーを作成」ページを使用して新しいユーザー・アカウントを作
成できます。

新しいユーザー・アカウントを作成するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB のホームページから、「管理管理管理管理」タブを選択します。

参照参照参照参照 :

� 管理者として開発者を指定する場合の詳細は、11-2 ページの「新しい
ユーザー・アカウントの作成」および 11-3 ページの「既存のユー
ザー・アカウントの編集」を参照してください。

� Oracle HTML DB 管理者として作業領域を管理する方法の詳細は、
14-1 ページの「作業領域の管理」を参照してください。

参照参照参照参照 : 内部 Cookie ユーザー（または HTML DB アカウント資格証明）
認証を実装する方法の詳細は、10-14 ページの「HTML DB アカウント資
格証明」を参照してください。
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ユーザーの管理
2. 「管理サービス」の「ユーザーを管理ユーザーを管理ユーザーを管理ユーザーを管理」をクリックして、「新しいユーザーを作成新しいユーザーを作成新しいユーザーを作成新しいユーザーを作成」をク
リックします。

「ユーザーを作成」ページが表示されます。

3. ユーザーの識別情報に、適切な情報を入力します。

4. 開発者権限に、ユーザーが開発者か管理者かを指定します。

管理者権限を持つ開発者は、「管理サービス」ページ、およびこの項で説明するすべて
機能を使用できます。これらのユーザーは、同じ作業領域内のユーザーのパスワードを
変更することもできます。

5. ユーザー・グループで、任意のユーザー・グループを選択します。

「ユーザー・グループ」では、アプリケーションの様々な部分へのアクセスを制限でき
ます。ただし、そのユーザー・グループは異なる認証スキームに移植できないことに注
意してください。ユーザー・グループは、内部 Cookie ユーザー認証を使用する場合に
のみ有効です。

6. 「ユーザーを作成ユーザーを作成ユーザーを作成ユーザーを作成」または「作成後、別のものを作成作成後、別のものを作成作成後、別のものを作成作成後、別のものを作成」をクリックします。

既存のユーザー・アカウントの編集既存のユーザー・アカウントの編集既存のユーザー・アカウントの編集既存のユーザー・アカウントの編集
作業領域管理者は、「ユーザーを編集」ページを使用して既存のユーザー・アカウントを編
集できます。

既存のユーザー・アカウントを編集するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB のホームページから、「管理管理管理管理」タブを選択します。

2. 「管理サービス」の「ユーザーを管理ユーザーを管理ユーザーを管理ユーザーを管理」をクリックして、「ユーザーを編集ユーザーを編集ユーザーを編集ユーザーを編集」をクリック
します。

「ユーザーを編集」ページが表示されます。

3. 新しいユーザーを作成するには、「作成作成作成作成」をクリックします。

4. 既存のユーザーを検索して編集するには、検索条件を入力して、「移動移動移動移動」をクリックし
ます。ユーザーが表示されたら、「編集」アイコンをクリックしてアカウントを編集し
ます。

「ユーザーを編集」ページが表示されます。

5. 画面に表示される手順に従います。
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ユーザーの監視
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
作業領域管理者は、「パスワードを変更」ページを使用してパスワードを変更できます。

パスワードを変更するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB のホームページから、「管理管理管理管理」タブを選択します。

2. 「管理サービス」の「ユーザーを管理ユーザーを管理ユーザーを管理ユーザーを管理」をクリックして、「パスワードを変更パスワードを変更パスワードを変更パスワードを変更」をクリッ
クします。

「パスワードを変更」ページが表示されます。

3. 入力フィールドに新しいパスワードを入力し、「変更を適用変更を適用変更を適用変更を適用」をクリックします。

ユーザーの監視ユーザーの監視ユーザーの監視ユーザーの監視
作業領域管理者は、「監視」ページで多くのチャートおよびレポートにアクセスして、作業
領域使用率およびユーザー・アクティビティを監視できます。

作業領域使用率およびユーザー・アクティビティのレポートを表示するには、次の手順を実
行します。

1. Oracle HTML DB のホームページから、「管理管理管理管理」タブを選択します。

2. 「管理サービス」の「監視監視監視監視」をクリックします。

「監視」ページが表示されます。「監視」ページは、次の 3 つのセクションに分かれてい
ます。

� チャート・アクティビティ

� アクティビティ・レポート

� アクティビティのカレンダ

3. 確認するチャートまたはレポートを選択します。

セッション・ステートおよびユーザー設定項目の管理セッション・ステートおよびユーザー設定項目の管理セッション・ステートおよびユーザー設定項目の管理セッション・ステートおよびユーザー設定項目の管理
セッションは、ページ・ビュー間で永続性（またはステートフルな動作）を確立する論理的
な構成体です。各セッションには、一意の ID が割り当てられ、HTML DB エンジンは、こ
のセッション ID を使用して、各ページ・ビューの前後に、アプリケーションで作業中の
データ・セット（セッション・ステート）を格納および取得します。セッションは、管理者
によって削除されるまで、データベース内に存在します。

作業領域管理者は、「セッション・ステートの管理」ページで、作業領域内のセッション・
ステートまたはユーザー設定項目を消去できます。
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セッション・ステートおよびユーザー設定項目の管理
この項の内容は次のとおりです。

� カレント・セッションのセッション・ステートおよびユーザー設定項目の管理

� 近のセッションの管理

カレント・セッションのセッション・ステートおよびユーザー設定項目の管理カレント・セッションのセッション・ステートおよびユーザー設定項目の管理カレント・セッションのセッション・ステートおよびユーザー設定項目の管理カレント・セッションのセッション・ステートおよびユーザー設定項目の管理
「現行のセッション」ページを使用すると、現行セッションのセッション・ステートおよび
ユーザー設定項目を管理できます。

「現行のセッション」ページにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB のホームページから、「管理管理管理管理」タブを選択します。

2. 「管理サービス」の「セッション・ステートセッション・ステートセッション・ステートセッション・ステート」をクリックします。

「セッション・ステートの管理」ページが表示されます。

3. 「消去オプションを指定して、カレント・セッションをレポート消去オプションを指定して、カレント・セッションをレポート消去オプションを指定して、カレント・セッションをレポート消去オプションを指定して、カレント・セッションをレポート」をクリックします。

「現行のセッション」ページが表示されます。

4. 「セッション・ステート」では、次のタスクを実行できます。

� カレント・セッションのセッション・ステートのリセット。これを行うには、
「セッション・ステートを消去セッション・ステートを消去セッション・ステートを消去セッション・ステートを消去」をクリックします。

� カレント・セッションの情報の表示。これを行うには、「セッション・ステートをセッション・ステートをセッション・ステートをセッション・ステートを
表示表示表示表示」をクリックします。

5. 「ユーザー設定項目」では、次のタスクを実行できます。

� 現行ユーザーの設定項目の表示。これを行うには、「設定項目を表示設定項目を表示設定項目を表示設定項目を表示」をクリック
します。

� 現行ユーザーのユーザー設定項目のリセット。これを行うには、「設定項目をリ設定項目をリ設定項目をリ設定項目をリ
セットセットセットセット」をクリックします。

参照参照参照参照 :

� 6-13 ページの「セッション・ステートの管理の概要」を参照してくだ
さい。

� 12-18 ページの「ユーザー設定項目の管理」を参照してください。

� 15-4 ページの「セッション・ステートの管理」を参照してください。

参照参照参照参照 : 6-14 ページの「セッション・ステートの表示」を参照してくださ
い。
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セッション・ステートおよびユーザー設定項目の管理
近のセッションの管理近のセッションの管理近のセッションの管理近のセッションの管理
作業領域管理者は、次のいずれかの方法で、既存のセッションを消去するかどうかを決定で
きます。

� 年ごとにセッションを消去する

� まずセッションの詳細を確認し、その後に選択したセッションを消去する（オプショ
ン）

年ごとに既存のセッションを消去するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB のホームページから、「管理管理管理管理」タブを選択します。

2. 「管理サービス」の「セッション・ステートセッション・ステートセッション・ステートセッション・ステート」をクリックします。

「セッション・ステートの管理」ページが表示されます。

3. 「既存のセッションを消去既存のセッションを消去既存のセッションを消去既存のセッションを消去」を選択します。

4. 「セッション表示範囲 : 過去」リストから時間の増分単位を選択し、次のいずれかの項目
をクリックします。

� セッションを消去セッションを消去セッションを消去セッションを消去

� セッションをレポートセッションをレポートセッションをレポートセッションをレポート

まずセッションの詳細を確認し、その後にそのセッションを消去するには、次の手順を実行
します。

1. Oracle HTML DB のホームページから、「管理管理管理管理」タブを選択します。

2. 「管理サービス」の「セッション・ステートセッション・ステートセッション・ステートセッション・ステート」をクリックします。

「セッション・ステートの管理」ページが表示されます。

3. 「 近のセッションをレポート（ドリルダウンで詳細を表示）近のセッションをレポート（ドリルダウンで詳細を表示）近のセッションをレポート（ドリルダウンで詳細を表示）近のセッションをレポート（ドリルダウンで詳細を表示）」を選択します。

4. セッション ID を選択します。

5. 「セッション情報」が表示されたら、次のいずれかの項目をクリックします。

� ステートを削除ステートを削除ステートを削除ステートを削除

� セッションを削除セッションを削除セッションを削除セッションを削除
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ログ・ファイルの管理
作業領域のレポートの表示作業領域のレポートの表示作業領域のレポートの表示作業領域のレポートの表示
作業領域管理者は、「管理レポート」ページで、様々なアプリケーション・レポートおよび
管理レポートを表示できます。

作業領域の管理レポートを表示するには、次の手順を実行します。

1. Application Builder のホームページから、「管理管理管理管理」タブを選択します。

2. 「管理サービス」の「レポートレポートレポートレポート」をクリックします。

「管理レポート」ページが表示されます。

3. 確認するレポートを選択します。

開発者アクティビティの監視開発者アクティビティの監視開発者アクティビティの監視開発者アクティビティの監視
作業領域管理者は、「管理レポート」ページで、様々なアプリケーション・レポートおよび
管理レポートを表示できます。

作業領域の管理レポートを表示するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB のホームページから、「管理管理管理管理」タブを選択します。

2. 「管理サービス」の「監視監視監視監視」をクリックします。

「監視」ページが表示されます。

3. 確認するレポートを選択します。

ログ・ファイルの管理ログ・ファイルの管理ログ・ファイルの管理ログ・ファイルの管理
作業領域管理者は、次のログ・ファイルを管理できます。

� 開発者アクティビティ・ログ

� 外部クリック・カウント・ログ

開発者アクティビティを表示するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB のホームページから、「管理管理管理管理」タブを選択します。

2. 「管理サービス」の「ログログログログ」をクリックします。

「ログ・ファイル」ページが表示されます。

3. 「開発者アクティビティ・ログを監視開発者アクティビティ・ログを監視開発者アクティビティ・ログを監視開発者アクティビティ・ログを監視」をクリックします。

4. 時間枠と適切な行番号を指定して、「移動移動移動移動」をクリックします。

5. 追加の詳細情報を表示するには、開発者を選択します。
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開発サービスの管理
開発者アクティビティを消去するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB のホームページから、「管理管理管理管理」タブを選択します。

2. 「管理サービス」の「ログログログログ」をクリックします。

3. 「開発者ログを消去開発者ログを消去開発者ログを消去開発者ログを消去」をクリックします。

外部クリック・カウント・ログを消去するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB のホームページから、「管理管理管理管理」タブを選択します。

2. 「管理サービス」の「ログログログログ」をクリックします。

3. 「クリック・ログを消去クリック・ログを消去クリック・ログを消去クリック・ログを消去」をクリックします。

開発サービスの管理開発サービスの管理開発サービスの管理開発サービスの管理
作業領域管理者は、「管理サービス」ページの「割当てサービス」セクションを使用して、
次のタスクを実行できます。

� 現行の作業領域に関する情報およびレポートの表示

� Oracle HTML DB 管理者に対する、新しいデータベース・スキーマ、追加の記憶域、作
業領域サービスの終了リクエストの送信

この項の内容は次のとおりです。

� 現行の作業領域のステータスの表示

� データベース・スキーマのリクエスト

� 追加の記憶域のリクエスト

� サービスの終了のリクエスト

現行の作業領域のステータスの表示現行の作業領域のステータスの表示現行の作業領域のステータスの表示現行の作業領域のステータスの表示
作業領域管理者は、現行の作業領域のステータスを「開発サービスを管理」ページに表示で
きます。

現行の作業領域のステータスを表示するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB のホームページから、「管理管理管理管理」タブを選択します。

2. 「割当てサービス割当てサービス割当てサービス割当てサービス」をクリックして、「サービスを管理サービスを管理サービスを管理サービスを管理」をクリックします。

「開発サービスを管理」ページが表示されます。

3. 「使用率をレポート」を選択します。

4. 画面に表示される手順に従います。
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データベース・スキーマのリクエストデータベース・スキーマのリクエストデータベース・スキーマのリクエストデータベース・スキーマのリクエスト
Oracle HTML DB 管理者に新しいデータベース・スキーマのリクエストを送信するには、次
の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB のホームページから、「管理管理管理管理」タブを選択します。

2. 「割当てサービス割当てサービス割当てサービス割当てサービス」をクリックして、「サービスを管理サービスを管理サービスを管理サービスを管理」をクリックします。

「開発サービスを管理」ページが表示されます。

3. 「スキーマをリクエストスキーマをリクエストスキーマをリクエストスキーマをリクエスト」を選択します。

4. 画面に表示される手順に従います。

追加の記憶域のリクエスト追加の記憶域のリクエスト追加の記憶域のリクエスト追加の記憶域のリクエスト
Oracle HTML DB 管理者に、作業領域用の追加の記憶域のリクエストを送信するには、次の
手順を実行します。

1. Oracle HTML DB のホームページから、「管理管理管理管理」タブを選択します。

2. 「割当てサービス割当てサービス割当てサービス割当てサービス」をクリックして、「サービスを管理サービスを管理サービスを管理サービスを管理」をクリックします。

「開発サービスを管理」ページが表示されます。

3. 「記憶域をリクエスト」を選択します。

4. 画面に表示される手順に従います。

サービスの終了のリクエストサービスの終了のリクエストサービスの終了のリクエストサービスの終了のリクエスト
Oracle HTML DB 管理者に作業領域サービスの終了のリクエストを送信するには、次の手順
を実行します。

1. Oracle HTML DB のホームページから、「管理管理管理管理」タブを選択します。

2. 「割当てサービス割当てサービス割当てサービス割当てサービス」をクリックして、「サービスを管理サービスを管理サービスを管理サービスを管理」をクリックします。

「開発サービスを管理」ページが表示されます。

3. 「サービスを終了サービスを終了サービスを終了サービスを終了」を選択します。

4. 画面に表示される手順に従います。
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高度なプログラ
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高度なプログラミング手法高度なプログラミング手法高度なプログラミング手法高度なプログラミング手法

この章では、データベース・リンクの確立、コレクションの使用、バックグラウンド SQL
の実行、Web サービスの使用、ユーザー設定項目の管理など、高度なプログラミング手法に
ついて説明します。

この章の内容は次のとおりです。

� データベース・リンクを使用したデータへのアクセス

� コレクションの使用

� バックグラウンド PL/SQL の実行

� Web サービスの実装

� ユーザー設定項目の管理

参照参照参照参照 : 13-1 ページの「Oracle HTML DB API」を参照してください。
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データベース・リンクを使用したデータへのアクセス
データベース・リンクを使用したデータへのアクセスデータベース・リンクを使用したデータへのアクセスデータベース・リンクを使用したデータへのアクセスデータベース・リンクを使用したデータへのアクセス
Oracle HTML DB は Oracle データベース上で実行されるため、ユーザーは、すべての分散
データベース機能を使用できます。通常、分散データベース操作は、データベース・リンク
を使用して実行します。

データベース・リンクを使用するには、次の標準の Oracle 構文を使用して標準データベー
ス・リンクを作成する必要があります。

CREATE DATABASE LINK linkname
CONNECT TO username IDENTIFIED BY password 
USING 'tns_connect_string';

ローカル・サーバーの tns_connect_stringエントリは、サーバーの tnsnames.ora ファ
イル内の情報と一致している必要があります。データベース・リンクの名前を、リモート・
データベースのグローバル名にすることをお薦めします。

コレクションの使用コレクションの使用コレクションの使用コレクションの使用
コレクションを使用すると、1 つ以上の非スカラー値を一時的に取得できます。コレクショ
ンを使用して、現在セッション・ステートにある行および列を格納します。これによって、
あるユーザーの特定のセッション中にそれらの行および列に対してアクセス、操作または処
理を行うことができます。コレクションは、バケツのようなものと考えることができます。
その中に情報の行を一時的に格納し、その情報を指定できます。

コレクションを使用する場合の例を次に示します。

� データ入力ウィザードを作成しており、そのウィザードで、まず論理トランザクション
中に複数行の情報を収集する必要がある場合。物理トランザクションと論理トランザク
ションの両方の完了時、ウィザードの 終手順を実行する前に、コレクションを使用し
て、複数行の情報のコンテンツを一時的に格納できます。

� アプリケーションに、ユーザーが 1 つのページで複数の詳細行を更新する更新ページが
含まれている場合。ユーザーは、複数の更新を行い、それらの更新をコレクションに適
用した後、 終プロセスをコールしてそれらの変更をデータベースに適用できます。

� 任意の数の属性を収集するウィザードを構築している場合。コレクションに一時的に格
納された情報が取得され、データベースに適用されるタスクをウィザードの 後にユー
ザーが実行するようにします。

参照参照参照参照 : 『Oracle Database 管理者ガイド』を参照してください。
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コレクションの使用
HTMLDB_COLLECTION API の使用の使用の使用の使用
コレクションの実装には、PL/SQL API である HTMLDB_COLLECTIONを使用します。この
API を使用すると、コレクション情報を挿入、更新および削除できます。

この項の内容は次のとおりです。

� コレクションの作成

� コレクションの切捨て

� コレクションの削除

� コレクションへのメンバーの追加

� コレクション・メンバーの更新

� コレクション・メンバーの削除

� コレクション・ステータスの判別

� コレクションのマージ

� コレクションの管理

� コレクションのセッション・ステートの消去

コレクションの名前の指定コレクションの名前の指定コレクションの名前の指定コレクションの名前の指定
新しいコレクションを作成する場合、255 文字以下の名前を付ける必要があります。コレク
ション名の大 / 小文字は区別されず、すべて大文字に変換されます。

名前を付けた後、コレクション内の値にアクセスするには、HTMLDB_COLLECTIONビュー
に対して SQL 問合せを実行します。

コレクションの作成コレクションの作成コレクションの作成コレクションの作成
各コレクションには、データ要素（メンバー）の名前付きリストが含まれます。このリスト
には、 大 50 個の属性（列）を含めることができます。コレクションを作成するには、次
のメソッドを使用します。

� CREATE_COLLECTION

� CREATE_OR_TRUNCATE_COLLECTION

� CREATE_COLLECTION_FROM_QUERY

CREATE_COLLECTIONでは、指定したコレクションがすでに存在する場合は例外が発生し
ます。次に例を示します。

HTMLDB_COLLECTION.CREATE_COLLECTION(

    p_collection_name => collection name );
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コレクションの使用
CREATE_OR_TRUNCATE_COLLECTIONでは、指定したコレクションが存在しない場合に、
新しいコレクションが作成されます。指定したコレクションが存在する場合は、そのコレク
ションが切り捨てられます。切り捨てられたコレクションは空になりますが、コレクション
自体はそのまま残ります。次に例を示します。

HTMLDB_COLLECTION.CREATE_OR_TRUNCATE_COLLECTION(

    p_collection_name => collection name );

CREATE_COLLECTION_FROM_QUERYでは、コレクションが作成され、指定した問合せの結
果がそのコレクションに移入されます。次に例を示します。

HTMLDB_COLLECTION.CREATE_COLLECTION_FROM_QUERY(

    p_collection_name => collection name,
    p_query           => your query );

コレクションの切捨てコレクションの切捨てコレクションの切捨てコレクションの切捨て
コレクションの切捨てでは、指定したコレクションからすべてのメンバーが削除されます
が、そのコレクション自体はそのまま残ります。次に例を示します。

HTMLDB_COLLECTION.TRUNCATE_COLLECTION(

    p_collection_name => collection name );

コレクションの削除コレクションの削除コレクションの削除コレクションの削除
コレクションの削除では、コレクションとそのすべてのメンバーが削除されます。自分でコ
レクションを削除しなくても、セッションの消去時にコレクションが削除されることに注意
してください。次に例を示します。

HTMLDB_COLLECTION.DELETE_COLLECTION(

    p_collection_name => collection name );

カレント・アプリケーションのすべてのコレクションの削除カレント・アプリケーションのすべてのコレクションの削除カレント・アプリケーションのすべてのコレクションの削除カレント・アプリケーションのすべてのコレクションの削除  カレント・アプリケーション
に定義されたすべてのコレクションを削除するには、DELETE_ALL_COLLECTIONSメソッ
ドを使用します。次に例を示します。

HTMLDB_COLLECTION.DELETE_ALL_COLLECTIONS;
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コレクションの使用
カレント・セッションのすべてのコレクションの削除カレント・セッションのすべてのコレクションの削除カレント・セッションのすべてのコレクションの削除カレント・セッションのすべてのコレクションの削除  カレント・セッションに定義された
すべてのコレクションを削除するには、DELETE_ALL_COLLECTIONS_SESSIONメソッドを
使用します。次に例を示します。

HTMLDB_COLLECTION.DELETE_ALL_COLLECTIONS_SESSION;

コレクションへのメンバーの追加コレクションへのメンバーの追加コレクションへのメンバーの追加コレクションへのメンバーの追加
コレクションに追加したデータ要素（メンバー）には、一意の順序番号が割り当てられま
す。メンバーをコレクションに追加すると、 も新しいメンバーが一番大きい番号を持つよ
うに、前のメンバーより 1 大きい番号が新しいメンバーに割り当てられます。

コレクションに新しいメンバーを追加するには、ADD_MEMBERファンクションを使用しま
す。このメソッドをコールすると、新しく追加したメンバーの順序番号が戻されます。次の
例では、ADD_MEMBERプロシージャを使用する方法を示します。

HTMLDB_COLLECTION.ADD_MEMBER(

    p_collection_name => collection name,
    p_c001          => [member attribute 1],
    p_c002          => [member attribute 2],
    p_c003          => [member attribute 3],
    p_c004          => [member attribute 4],
    p_c005          => [member attribute 5],
    p_c006          => [member attribute 6],
    p_c007          => [member attribute 7],
  ...
    p_c050          => [member attribute 50]);

次の例では、ADD_MEMBERファンクションを使用する方法を示します。このファンクション
では、新しく作成したメンバーに割り当てられた順序番号が戻されます。

l_id := HTMLDB_COLLECTION.ADD_MEMBER(
    p_collection_name => collection name,
    p_c001          => [member attribute 1],
    p_c002          => [member attribute 2],
    p_c003          => [member attribute 3],
    p_c004          => [member attribute 4],
    p_c005          => [member attribute 5],
    p_c006          => [member attribute 6],
    p_c007          => [member attribute 7],
  ...
    p_c050          => [member attribute 50]);
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コレクションの使用
ADD_MEMBERSメソッドを使用して、コレクションに新しいメンバー（またはメンバーの配
列）を追加することもできます。このメソッドでは、指定した現行ユーザー名を持つコレク
ションが同じセッションに存在しない場合は、例外が発生します。また、4,000 文字を超え
る属性は、4,000 文字に切り捨てられます。追加されるメンバーの数は、1 番目の配列内の要
素数に基づきます。次に例を示します。

HTMLDB_COLLECTION.ADD_MEMBERS(
    p_collection_name => collection name,
    p_c001          => member attribute array 1,
    p_c002          => member attribute array 2,
    p_c003          => member attribute array 3,
    p_c004          => member attribute array 4,
    p_c005          => member attribute array 5,
    p_c006          => member attribute array 6,
    p_c007          => member attribute array 7,
    ...
    p_c050          => member attribute array 50);

コレクション・メンバーの更新コレクション・メンバーの更新コレクション・メンバーの更新コレクション・メンバーの更新
コレクション・メンバーを更新するには、UPDATE_MEMBERをコールして、更新するコレク
ション・メンバーを順序番号を使用して参照します。このプロシージャによって、メンバー
の個々の属性ではなく 1 つのコレクション・メンバー全体が置換されます。このプロシー
ジャでは、指定したコレクションが存在しない場合は例外が発生します。次に例を示しま
す。

HTMLDB_COLLECTION.UPDATE_MEMBER(

    p_collection_name => collection name,
    p_seq             => member sequence number,
    p_c001            => member attribute 1,
    p_c002            => member attribute 2,
    p_c003            => member attribute 3,
    p_c004            => member attribute 4,
    p_c005            => member attribute 5,
    p_c006            => member attribute 6,
    p_c007            => member attribute 7,
    ...
    p_c050            => member attribute 50);

コレクション・メンバーの 1 つの属性を更新するには、UPDATE_MEMBER_ATTRIBUTEを使
用します。指定したコレクションが存在しない場合、このプロシージャをコールすると例外
が発生します。次に例を示します。
12-6 Oracle HTML DB ユーザーズ・ガイド



コレクションの使用
HTMLDB_COLLECTION.UPDATE_MEMBER_ATTRIBUTE(

    p_collection_name => collection name,
    p_seq             => member sequence number,
    p_attr_number     => number of attribute to be updated,
    p_attr_value      => new attribute value);

コレクション・メンバーの削除コレクション・メンバーの削除コレクション・メンバーの削除コレクション・メンバーの削除
コレクション・メンバーを削除するには、DELETE_MEMBERをコールして、削除するコレク
ション・メンバーを順序番号を使用して参照します。次に例を示します。

HTMLDB_COLLECTION.DELETE_MEMBER(

    p_collection_name => collection name,
    p_seq             => member sequence number);

このプロシージャを使用すると、指定したコレクション内の順序番号が欠落することに注意
してください。また、指定したコレクションが存在しない場合、このプロシージャをコール
するとエラーが発生します。

属性が特定の値に一致するまで、コレクションからすべてのメンバーを削除することもでき
ます。次に例を示します。

HTMLDB_COLLECTION.DELETE_MEMBERS(

    p_collection_name => collection name,
    p_attr_number     => number of attribute to be updated,
    p_attr_value      => new attribute value);

このプロシージャを使用する場合も、指定したコレクション内の順序番号が欠落することに
注意してください。また、このプロシージャでは、次の場合に例外が発生します。

� 指定したコレクションが存在しない場合

� 指定した属性番号が 1 ～ 50 の範囲外であるか、無効である場合

指定した属性値が NULL の場合、指定したコレクションのすべてのメンバーが削除されま
す。

コレクション・ステータスの判別コレクション・ステータスの判別コレクション・ステータスの判別コレクション・ステータスの判別
各コレクションには、そのコレクションのコンテンツが変更されたかどうかを判別するフラ
グが含まれています。このフラグは、CREATE_COLLECTIONまたは
CREATE_OR_TRUNCATE_COLLECTIONをコールして初めてコレクションを作成したときに
設定されます。このフラグは、RESET_COLLECTION_CHANGEDをコールすることで、手動
でリセットできます。次に例を示します。
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コレクションの使用
HTMLDB_COLLECTION.RESET_COLLECTION_CHANGED(

    p_collection_name => collection name)

このフラグをリセットした後にコレクションが変更されたかどうかを判別するには、
COLLECTION_HAS_CHANGEDをコールします。次に例を示します。

l_changed := HTMLDB_COLLECTION.COLLECTION_HAS_CHANGED(
  p_collection_name => collection_name);

コレクションに新しいメンバーを追加すると、メンバーの 50 個の属性すべてに対して MD5
メッセージが自動的に計算されます。この値は HTMLDB_COLLECTIONビューの
MD5_ORIGINAL 列に存在し、GET_MEMBER_MD5ファンクションを使用してアクセスでき
ます。次に例を示します。

HTMLDB_COLLECTION.GET_MEMBER_MD5(

    p_collection_name => collection name,
    p_seq             => member sequence number );
    RETURN VARCHAR2;

コレクションのマージコレクションのマージコレクションのマージコレクションのマージ
コレクションのメンバーを、配列の集合として渡した値とマージできます。p_init_query
引数を使用することで、指定した問合せからコレクションを作成できます。ただし、そのコ
レクションが存在する場合、次の操作が実行されることに注意してください。

� コレクション（配列ではない）内の行が削除されます。

� コレクションおよび配列内の行が更新されます。

� 配列内に存在し、コレクション内に存在しない行が挿入されます。

4,000 文字を超える属性値は、4,000 文字に切り捨てられます。表 12-1 に、コレクションの
マージに使用可能な引数を示します。

表表表表 12-1 コレクションのマージに使用可能な引数コレクションのマージに使用可能な引数コレクションのマージに使用可能な引数コレクションのマージに使用可能な引数

引数引数引数引数 説明説明説明説明

p_c001 マージされる 1 番目の属性値の配列です。 大長は 4,000 文字で

す。 大長より大きい値は 4,000 文字に切り捨てられます。

P_C001 PL/SQL 表内の要素数は、すべての PL/SQL 表内のアイ

テムの合計数として使用されます。たとえば、P_C001.count = 2
および P_C002.count = 10 の場合、2 つのメンバーのみがマージさ

れます。P_C001 が NULL の場合は、アプリケーション・エラー

が発生することに注意してください。
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コレクションの管理コレクションの管理コレクションの管理コレクションの管理
コレクションの管理には、次のユーティリティを使用できます。

メンバー数の取得メンバー数の取得メンバー数の取得メンバー数の取得  コレクション内のすべてのメンバーの合計数を戻すには、
COLLECTION_MEMBER_COUNTを使用します。この数は、コレクション内の順序番号の 大
値ではないことに注意してください。次に例を示します。

l_count := HTMLDB_COLLECTION.COLLECTION_MEMBER_COUNT (

  p_collection_name => collection name );

コレクションの再順序付けコレクションの再順序付けコレクションの再順序付けコレクションの再順序付け  要素の順序を保持したままで、コレクションを再順序付けして
順序番号の欠落を排除するには、RESEQUENCE_COLLECTIONを使用します。次に例を示し
ます。

HTMLDB_COLLECTION.RESEQUENCE_COLLECTION(

   p_collection_name => collection name )

コレクションの存在の確認コレクションの存在の確認コレクションの存在の確認コレクションの存在の確認  コレクションが存在するかどうかを確認するには、
COLLECTION_EXISTSを使用します。次に例を示します。

l_exists := HTMLDB_COLLECTION.COLLECTION_EXISTS  (

  p_collection_name => collection name );

p_c0xx マージされる XX番目の属性値の属性です。 大長は 4,000 文字で

す。 大長より大きい値は 4,000 文字に切り捨てられます。

p_collection_name コレクションの名前です。

参照参照参照参照 : 12-3 ページの「コレクションの名前の指定」を参照してく

ださい。

p_null_index マージ・ファンクションで無視する行を識別するために使用しま
す。この引数は、行を NULL として識別します。NULL 行は、コ

レクションから自動的に削除されます。p_null_indexと組み合

せて使用します。

p_null_value p_null_indexと組み合せて使用します。この引数は、NULL 値

を識別します。この値を NULL にすることはできません。この引

数の通常の値は 0（ゼロ）です。

p_init_query コレクションが存在しない場合に、この引数によって定義した問
合せを使用してコレクションを作成できます。

表表表表 12-1 コレクションのマージに使用可能な引数コレクションのマージに使用可能な引数コレクションのマージに使用可能な引数コレクションのマージに使用可能な引数（続き）（続き）（続き）（続き）

引数引数引数引数 説明説明説明説明
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メンバーの順序番号の調整メンバーの順序番号の調整メンバーの順序番号の調整メンバーの順序番号の調整  順序番号を上下に移動させることで、コレクション内の特定の
メンバーの順序番号を調整できます。順序番号を調整すると、指定した番号が別の番号と入
れ替えられます。たとえば、番号 2 を 1 つ上に移動すると、2 が 3 になり、3 が 2 になりま
す。

メンバーの順序番号を 1 つ上に移動するには、MOVE_MEMBER_UPを使用します。メンバー
の順序番号を 1 つ下に移動するには、MOVE_MEMBER_DOWNを使用します。次に例を示しま
す。

HTMLDB_COLLECTION.MOVE_MEMBER_DOWN(

    p_collection_name => collection name,
    p_seq             => member sequence number);

これらのいずれかのメソッドの使用中は、次の場合にアプリケーション・エラーが表示され
ます。

� 指定したコレクションが、現行ユーザーのカレント・セッションに存在しない場合

� 順序番号 p_seqで指定したメンバーが存在しない場合

ただし、指定したメンバーにコレクション内で も大きい番号または も小さい番号
（MOVE_MEMBER_UPまたは MOVE_MEMBER_DOWNのどちらをコールするかによる）が割り当
てられている場合、アプリケーション・エラーは戻されません。

コレクション・メンバーの格納コレクション・メンバーの格納コレクション・メンバーの格納コレクション・メンバーの格納  コレクションのメンバーを列番号で並べ替えるには、
SORT_MEMBERSを使用します。このメソッドは、特定の列番号でコレクションをソートす
るのみでなく、各メンバーの順序番号の欠落を排除するように順序番号を再割当てします。
次に例を示します。

HTMLDB_COLLECTION.SORT_MEMBERS(

    p_collection_name       => collection name,
    p_sort_on_column_number => column number to sort by);

コレクションのセッション・ステートの消去コレクションのセッション・ステートの消去コレクションのセッション・ステートの消去コレクションのセッション・ステートの消去
コレクションのセッション・ステートを消去すると、コレクション・メンバーが削除されま
す。コレクションのセッション・ステートの消去が必要な場合の例には、ショッピング・
カートがあります。カートを空にして 初からやり直すリクエストをユーザーから受信した
ときに、コレクションのセッション・ステートを消去する必要があります。コレクションの
セッション・ステートを削除するには、CREATE_OR_TRUNCATE_COLLECTIONメソッドを
コールするか、または f?p構文を使用します。
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CREATE_OR_TRUNCATE_COLLECTIONをコールすると、既存のコレクションが削除され、
そのコレクションが再作成されます。次に例を示します。

HTMLDB_COLLECTION.CREATE_OR_TRUNCATE_COLLECTION(

    p_collection_name       => collection name,

f?p構文の 6 つ目の引数を使用してセッション・ステートを消去することもできます。次に
例を示します。

f?p=App:Page:Session::NO:1,2,3,collection name

バックグラウンドバックグラウンドバックグラウンドバックグラウンド PL/SQL の実行の実行の実行の実行
HTMLDB_PLSQL_JOBパッケージを使用すると、アプリケーションのバックグラウンドで
PL/SQL コードを実行できます。操作が完了していない状態でもユーザーがアプリケーショ
ンで作業を継続できるため、長時間実行操作の管理に有効な方法です。

この項の内容は次のとおりです。

� HTMLDB_PLSQL_JOB パッケージの概要

� システム・ステータスの更新

� プロセスを使用したバックグラウンド PL/SQL の実装

HTMLDB_PLSQL_JOB パッケージの概要パッケージの概要パッケージの概要パッケージの概要
HTMLDB_PLSQL_JOBは、Oracle データベースで提供される DBMS_JOB機能をラップした
ラッパー・パッケージです。HTMLDB_PLSQL_JOBパッケージでは、PL/SQL をバックグラ
ウンドで実行するために必要な機能のみが公開されることに注意してください。
HTMLDB_PLSQL_JOBパッケージの記述を次に示します。

SQL> DESC HTMLDB_PLSQL_JOB
FUNCTION JOBS_ARE_ENABLED RETURNS BOOLEAN
PROCEDURE PURGE_PROCESS
 Argument Name                  Type                    In/Out Default?
 ------------------------------ ----------------------- ------ --------
 P_JOB                          NUMBER                  IN
FUNCTION SUBMIT_PROCESS RETURNS NUMBER
 Argument Name                  Type                    In/Out Default?
 ------------------------------ ----------------------- ------ --------
 P_SQL                          VARCHAR2                IN
 P_WHEN                         VARCHAR2                IN     DEFAULT
 P_STATUS                       VARCHAR2                IN     DEFAULT

参照参照参照参照 : 6-20 ページの「URL 構文の概要」を参照してください。
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FUNCTION TIME_ELAPSED RETURNS NUMBER
 Argument Name                  Type                    In/Out Default?
 ------------------------------ ----------------------- ------ --------
 P_JOB                          NUMBER                  IN
PROCEDURE UPDATE_JOB_STATUS
 Argument Name                  Type                    In/Out Default?
 ------------------------------ ----------------------- ------ --------
 P_JOB                          NUMBER                  IN
 P_STATUS                       VARCHAR2                IN
 P_DESC                         

表 12-2 に、HTMLDB_PLSQL_JOBパッケージで使用可能なファンクションを示します。

HTMLDB_PLSQL_JOBパッケージに送信したすべてのジョブは、HTMLDB_PLSQL_JOBS
ビューで表示できます。HTMLDB_PLSQL_JOBSビューの記述を次に示します。

SQL> DESCRIBE HTMLDB_PLSQL_JOBS
 Name                              Null?    Type
 --------------------------------- -------- ----------------------------
 ID                                         NUMBER
 JOB                                        NUMBER
 FLOW_ID                                    NUMBER
 OWNER                                      VARCHAR2(30)

表表表表 12-2 HTMLDB_PLSQL_JOB パッケージで使用可能なファンクションパッケージで使用可能なファンクションパッケージで使用可能なファンクションパッケージで使用可能なファンクション

ファンクションファンクションファンクションファンクション 説明説明説明説明

SUBMIT_PROCESS このプロシージャを使用すると、バックグラウンド PL/SQL を送

信できます。このプロシージャは、一意のジョブ番号を戻します。
このジョブ番号は、このパッケージ内の他のプロシージャおよび
ファンクションの参照点として使用できるため、自分のスキーマ
内に格納しておくと役に立ちます。

UPDATE_JOB_STATUS このプロシージャをコールすると、現在実行しているジョブのス
テータスを更新できます。このプロシージャは、送信された
PL/SQL からコールされたときに も有効です。

TIME_ELAPSED このファンクションを使用すると、ジョブが送信されてから経過
した時間を確認できます。

JOBS_ARE_ENABLED このファンクションをコールすると、そのデータベースが現在、
HTMLDB_PLSQL_JOBパッケージへのジョブの送信をサポートす

るモードであるかどうかを確認できます。

PURGE_PROCESS このプロシージャをコールすると、送信されたジョブをクリーン
アップできます。送信されたジョブは、Oracle HTML DB によっ

てそれらのレコードがクリーンアップされるか、または
PURGE_PROCESSのコールによって手動で削除するまで、

HTMLDB_PLSQL_JOBSビューに保持されます。
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 ENDUSER                                    VARCHAR2(30)
 CREATED                                    DATE
 MODIFIED                                   DATE
 STATUS                                     VARCHAR2(100)
 SYSTEM_STATUS                              VARCHAR2(4000)
 SYSTEM_MODIFIED                            DATE
 SECURITY_GROUP_ID                          NUMBER

表 12-3 に、HTMLDB_PLSQL_JOBSビューに表示される列を示します。

表表表表 12-3 HTMLDB_PLSQL_JOBS ビューの列ビューの列ビューの列ビューの列

名前名前名前名前 説明説明説明説明

ID 各行の一意の識別子です。

JOB 送信された各 PL/SQL ジョブに割り当てられたジョブ番号です。

この値を戻すには、HTMLDB_PLSQL_JOB.SUBMIT_PROCESS
ファンクションを使用します。これは、HTMLDB_PLSQL_JOB
パッケージ内の他のプロシージャおよびファンクションに渡す
値でもあります。

FLOW_ID このジョブの送信元のアプリケーションです。

OWNER アプリケーションを所有するデータベース・スキーマです。こ
の値は、DBMS_JOBがこのコードを実行する際に、コードを解

析するスキーマを識別します。

ENDUSER このプロセスを送信させたエンド・ユーザー（アプリケーショ
ンにログインしたユーザー）です。

CREATED ジョブが送信された日付です。

MODIFIED ステータスが変更された日付です。

STATUS このジョブに対してユーザーが定義したステータスです。この
列を更新するには、
HTMLDB_PLSQL_JOB.UPDATE_JOB_STATUSをコールします。

SYSTEM_STATUS このジョブに対してシステムが定義したステータスです。

SYSTEM_MODIFIED システム・ステータスが変更された日付です。

SECURITY_GROUP_ID 作業領域に割り当てられた一意の ID です。開発者は、自分の作

業領域から送信されたジョブのみを参照できます。
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システム・ステータスの更新システム・ステータスの更新システム・ステータスの更新システム・ステータスの更新
送信されたジョブには、次のいずれかのシステム・ステータス設定が含まれています。

� SUBMITTED: ジョブが送信済であるが、開始されていないことを示します。
DBMS_JOB では、ジョブの即時開始は保証されていません。

� IN PROGRESS: DBMS_JOBがプロセスを開始したことを示します。

� COMPLETED: ジョブが完了したことを示します。

� BROKEN (sqlcode) sqlerrm: ジョブに問題があり、例外が発生したことを示します。例
外が発生したことを示す SQL コードおよび SQL エラー・メッセージがシステム・ス
テータスに表示されます。この情報を参照して、エラーの原因を判別してください。

プロセスを使用したバックグラウンドプロセスを使用したバックグラウンドプロセスを使用したバックグラウンドプロセスを使用したバックグラウンド PL/SQL の実装の実装の実装の実装
HTMLDB_PLSQL_JOBパッケージを実装する も簡単な方法は、PLSQL DBMS JOBプロセ
ス・タイプを指定するページ・プロセスを作成することです。このプロセス・タイプを選択
すると、ジョブとして指定した PL/SQL コードが Application Builder によって送信されま
す。ファンクションを直接コールしないため、組込み置換アイテムである APP_JOBを使用
して、送信する任意のジョブのジョブ番号を指定できます。

テストおよび説明用に、PL/SQL ジョブをバックグラウンドで実行する例を次に示します。

001  BEGIN
002    FOR i IN 1 .. 100 LOOP
003      INSERT INTO emp(a,b) VALUES (:APP_JOB,i);
004      IF MOD(i,10) = 0 THEN
005        HTMLDB_PLSQL_JOB.UPDATE_JOB_STATUS(
006          P_JOB     => :APP_JOB,
007          P_STATUS  => i || 'rows inserted');
008      END IF;
009      HTMLDB_UTIL.PAUSE(2);
010    END LOOP;
011  END;

この例の説明を次に示します。

� 002 ～ 010 行では、100 個のレコードを emp表に挿入するループを実行します。

� APP_JOBは、INSERT の VALUE 句内でバインド変数として参照され、
UPDATE_JOB_STATUSへのコール内で P_JOBパラメータの値として指定されます。

� APP_JOBは、HTMLDB_PLSQL_JOBに送信される際に、このプロセスに割り当てられる
ジョブ番号を表します。プロセス・コード内にこの予約アイテムを指定すると、実行時
に実際のジョブ番号に自動的に置換されます。
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� この例では、コード・ブロック内で、10 個のレコードごとに UPDATE_JOB_STATUSが
コールされることに注意してください。通常、Oracle トランザクション規則では、コー
ド・ブロック内で実行された更新は、トランザクション全体がコミットされるまで表示
されません。一方、HTMLDB_PLSQL_JOB.UPDATE_JOB_STATUSプロシージャは、
ジョブが成功したか失敗したかにかかわらず更新を実行するように実装されています。
このことは、次の 2 つの理由から重要です。

1. ステータスが「100 rows inserted.」の場合でも、操作全体が成功したわけではあり
ません。コード・ブロックでコミットが試行されたときに例外が発生した場合、ス
テータスの更新は個別にコミットされるため、HTMLDB_PLSQL_JOBSの
user_status列は影響を受けません。

2. これらの更新は自律的に実行されます。ジョブが完了する前にジョブ・ステータス
を表示できます。これによって、バックグラウンドで実行中の各操作についてス
テータス・テキストを表示できます。

Web サービスの実装サービスの実装サービスの実装サービスの実装
Oracle HTML DB の Web サービスは、SOAP（Simple Object Access Protocol）に基づいて
います。SOAP は、World Wide Web Consortium（W3C）が策定した、インターネットを介
したリクエストとレスポンスの送受信用の標準プロトコルです。SOAP メッセージは、サー
ビス・プロバイダとサービス・ユーザー間で SOAP エンベロープに入れて送受信できます。
SOAP エンベロープには、アクションのリクエストとそのアクションの結果が含まれます。
このエンベロープは XML で書式設定されています。

SOAP は XML をベースとしており、HTTP などの単純な転送プロトコルを使用するため、
SOAP メッセージはファイアウォールでブロックされず、使用方法も容易です。SOAP メッ
セージは次のもので構成されています。

� エンベロープ。メッセージを含み、そのメッセージの処理方法、処理の実行者、その処
理が任意か必須かを定義します。

� エンコード規則。アプリケーション用のデータ型を記述します。これらの規則は、アプ
リケーションのデータ型と XML 間の変換のシリアライズ・メカニズムを定義します。

� プロシージャのリモート・コールの定義。

SOAP 1.1 仕様は W3C 覚書です（SOAP より優先される標準を作成するために、W3C XML 
Protocol Working Group が結成されています）。

参照参照参照参照 : Simple Object Access Protocol（SOAP）1.1 の詳細は、次の Web
サイトを参照してください。

http://www.w3.org/TR/SOAP/
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Web サービスの作成サービスの作成サービスの作成サービスの作成
Oracle HTML DB で Web サービスを作成するには、次のものを準備する必要があります。

� HTTP を介した SOAP リクエストのポストに使用する URL

� SOAP HTTP リクエストを識別する URI（Uniform Resource Identifier）

� プロキシ・アドレス

� SOAP エンベロープ

新しい Web サービスを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「Web サービスサービスサービスサービス」タブを選択します。

「Web サービス」ページが表示されます。既存のサービスが「Web サービス・リポジト
リ」に表示されます。サービス名をクリックして既存のサービスをテストできます。

4. 新しい Web サービスを作成するには、「作成作成作成作成」をクリックします。

「Web サービスを作成 / 編集」ページが表示されます。必要な属性には赤いアスタリス
ク（*）が付いています。

5. 「Web サービスの指定」で、この Web サービスの名前を入力します。この名前は、
Application Builder のコンテキスト内でのみ表示されます。

6. 「サービスの説明」で、次のものを指定します。

� 「URL」で、HTTP を介した SOAP リクエストのポストに使用する URL を指定しま
す。この URL は、WSDL（Web Services Description Language）のサービス・ポー
トの soap:address location に対応しています。次に例を示します。

http://www.alethea.net/webservices/LocalTime.asmx

� 「アクション」で、SOAP HTTP リクエストの目的を指定します。この値は、その目
的を識別する URI（Uniform Resource Identifier）です。SOAP には、この URI の
形式や特定性、または解決可否に関する制限がありません。HTTP クライアント
は、SOAP HTTP リクエストの発行時にこのヘッダー・フィールドを使用する必要
があります。

� 「プロキシ」で、次の構文を使用してプロキシを入力します。

http://host:port/
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このプロキシは、リクエストに対してシステムが定義した HTTP プロキシより優先
されます。また、プロキシ・サーバーがリスニングを行う TCP/IP ポート番号をオ
プションで含む場合があります。次に例を示します。

www-proxy.myworkspace.com

7. 「SOAP エンベロープ」で、Web サービスに対する SOAP リクエストに使用される
SOAP エンベロープを指定します。このエンベロープには、#ITEM_NAME#構文を使用
してアイテムの置換を含めることができます。次に例を示します。

<SOAP-ENV:Envelope
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/XMLSchema"
  SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body><LocalTimeByZipCode 
xmlns="http://www.alethea.net/webservices/"><ZipCode
xsi:type="xsd:string">#Fxxxx_Pyyy_ZIP_
CODE#</ZipCode></LocalTimeByZipCode></SOAP-ENV:Envelope>

8. 「スタイルシートのレンダリング」で、有効な XSL スタイルシートを入力します。この
スタイルシートには、次の役割があります。

� Web サービスの結果をページ・リージョンにレンダリングします。

� SOAP リクエストの結果に XML 変換を適用するために使用されます。

� 出力を Web サービスのページ・リージョンにレンダリングします。

9. 「作成作成作成作成」をクリックします。

プロセスとしてのプロセスとしてのプロセスとしてのプロセスとしての Web サービスの起動サービスの起動サービスの起動サービスの起動
ページ上で、Web サービスをプロセスとして実装することもできます。このプロセスを実行
すると、リクエストがサービス・プロバイダに送信されます。このリクエストの結果を Web
サービス・リージョンに表示し、スタイルシートを使用して出力をレンダリングできます。

Web サービスをプロセスとして起動するには、次の手順を実行します。

1. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

2. 「ページ・プロセス」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

ページ計算を作成ウィザードが表示されます。

3. プロセス名、順序およびプロセス・ポイントを指定します。

4. 「タイプ」から、「Web サービスサービスサービスサービス」を選択します。

5. Web サービスを指定します。

6. 画面に表示される手順に従います。
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Web サービス・リージョンを作成するには、次の手順を実行します。

1. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

2. 「リージョン」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

リージョンの作成ウィザードが表示されます。

3. リージョン・タイプで「その他その他その他その他」を選択し、「Web サービスの結果サービスの結果サービスの結果サービスの結果」を選択します。

4. 画面に表示される手順に従います。

ユーザー設定項目の管理ユーザー設定項目の管理ユーザー設定項目の管理ユーザー設定項目の管理
設定項目を使用して、特定のユーザーのセッション・ステートを設定できます。設定した設
定項目は、Oracle HTML DB 管理者のみが削除できます。ユーザー設定項目は、ページ・プ
ロセスの作成または設定項目のアイテム・ソース値の計算によって設定するか、あるいは
PL/SQL API を使用してプログラム的に設定できます。

この項の内容は次のとおりです。

� ユーザー設定項目の表示

� ユーザー設定項目の設定

� 手動でのユーザー設定項目のリセット

� ページ・プロセスを使用した設定項目のリセット

ユーザー設定項目の表示ユーザー設定項目の表示ユーザー設定項目の表示ユーザー設定項目の表示
特定のユーザーのユーザー設定項目は、「セッション・ステートの管理」ページに表示され
ます。

特定のユーザーのユーザー設定項目を表示するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB のホームページから、「管理管理管理管理」タブを選択します。

2. 「管理サービス」の「ユーザーを管理ユーザーを管理ユーザーを管理ユーザーを管理」をクリックして、「セッション・ステートセッション・ステートセッション・ステートセッション・ステート」をク
リックします。

「セッション・ステートの管理」ページが表示されます。

3. 「ユーザーの設定項目をレポートユーザーの設定項目をレポートユーザーの設定項目をレポートユーザーの設定項目をレポート」をクリックします。

4. 表示されるフィールドにユーザー名を入力して、「実行実行実行実行」をクリックします。

参照参照参照参照 : 「セッション・ステートの管理」ページの使用方法の詳細は、11-4
ページの「セッション・ステートおよびユーザー設定項目の管理」を参照
してください。
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ユーザー設定項目の設定ユーザー設定項目の設定ユーザー設定項目の設定ユーザー設定項目の設定
ユーザー設定項目は、ページ・プロセスの作成または設定項目アイテムの作成によって、あ
るいはプログラム的にアプリケーション内に設定できます。

この項の内容は次のとおりです。

� ページ・プロセスを使用したユーザー設定項目の設定

� ユーザー設定項目に基づいたアイテムのソースの設定

� プログラムでのユーザー設定項目の設定

ページ・プロセスを使用したユーザー設定項目の設定ページ・プロセスを使用したユーザー設定項目の設定ページ・プロセスを使用したユーザー設定項目の設定ページ・プロセスを使用したユーザー設定項目の設定
ページ・プロセスの作成によってユーザー設定項目を設定するには、次の手順を実行しま
す。

1. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

2. 「ページ・プロセス」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

ページ計算を作成ウィザードが表示されます。

3. プロセス名、順序およびプロセス・ポイントを指定します。

4. 「タイプ」から、次のいずれかの項目を選択します。

� 設定項目をアイテムの値に設定設定項目をアイテムの値に設定設定項目をアイテムの値に設定設定項目をアイテムの値に設定

� アイテムがアイテムがアイテムがアイテムが NULL でない場合、設定項目をアイテムの値に設定でない場合、設定項目をアイテムの値に設定でない場合、設定項目をアイテムの値に設定でない場合、設定項目をアイテムの値に設定

5. 表示されるフィールドに、次の形式で設定項目を指定します。

PreferenceName:Item

6. 「ページ・アイテムページ・アイテムページ・アイテムページ・アイテム」をクリックして、使用可能なアイテムのリストを表示します。

7. 画面に表示される手順に従います。

ユーザー設定項目に基づいたアイテムのソースの設定ユーザー設定項目に基づいたアイテムのソースの設定ユーザー設定項目に基づいたアイテムのソースの設定ユーザー設定項目に基づいたアイテムのソースの設定
アイテム・ソース・タイプを設定項目として定義することによって、ユーザー設定項目に基
づいてアイテムのソースを設定できます。

ユーザー設定項目に基づいてアイテムのソースを定義するには、次の手順を実行します。

1. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

2. 「アイテム」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

ページ計算を作成ウィザードが表示されます。

3. 「アイテム名」属性および「表示位置」属性を指定し、「次へ次へ次へ次へ」をクリックします。
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4. 「アイテム属性」を指定し、「次へ次へ次へ次へ」をクリックします。

5. 「アイテム・ソース」リストから、「設定項目設定項目設定項目設定項目」を選択します。

6. 「アイテム・ソース値」で、設定項目の名前を入力します。

7. 画面に表示される手順に従います。

プログラムでのユーザー設定項目の設定プログラムでのユーザー設定項目の設定プログラムでのユーザー設定項目の設定プログラムでのユーザー設定項目の設定
ユーザー設定項目をプログラム的に設定または参照するには、PL/SQL API を使用する必要
があります。ユーザー・レベルのキャッシュが、プログラムを介して使用できます。ユー
ザー・レベルの設定項目 NAMED_PREFERENCEを設定するには、set_preferencesファン
クションを使用します。次に例を示します。

HTMLDB_UTIL.SET_PREFERENCE(
 p_preference=>'NAMED_PREFERENCE',
 p_value     =>v('ITEM_NAME'));

ユーザー設定項目の値を参照するには、GET_PREFERENCESファンクションを使用します。
次に例を示します。

NVL(HTMLDB_UTIL.GET_PREFERENCE('NAMED_PREFERENCE'),15)

前述の例では、設定項目に値が含まれていない場合、この設定項目の値はデフォルトの 15
になります。

手動でのユーザー設定項目のリセット手動でのユーザー設定項目のリセット手動でのユーザー設定項目のリセット手動でのユーザー設定項目のリセット
特定のユーザーのユーザー設定項目は、手動で消去できます。

特定のユーザーのユーザー設定項目を手動で消去するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB のホームページから、「管理管理管理管理」タブを選択します。

2. 「管理サービス」の「ユーザーを管理ユーザーを管理ユーザーを管理ユーザーを管理」をクリックして、「セッション・ステートセッション・ステートセッション・ステートセッション・ステート」をク
リックします。

「セッション・ステートの管理」ページが表示されます。

3. 「選択したユーザーの設定項目を消去選択したユーザーの設定項目を消去選択したユーザーの設定項目を消去選択したユーザーの設定項目を消去」をクリックします。

4. ユーザーを指定し、画面に表示される手順に従います。

参照参照参照参照 : 13-6 ページの「GET_PREFERENCE ファンクション」および
13-10 ページの「SET_PREFERENCE プロシージャ」を参照してください。

参照参照参照参照 : 「セッション・ステートの管理」ページの使用方法の詳細は、11-4
ページの「セッション・ステートおよびユーザー設定項目の管理」を参照
してください。
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ページ・プロセスを使用した設定項目のリセットページ・プロセスを使用した設定項目のリセットページ・プロセスを使用した設定項目のリセットページ・プロセスを使用した設定項目のリセット
ユーザー設定項目をリセットするには、ページ・プロセスを作成し、プロセス・タイプの

「設定項目をリセット」を選択します。

ページ・プロセスを使用してユーザー設定項目をリセットするには、次の手順を実行しま
す。

1. 該当するページ定義にナビゲートします（7-5 ページの「ページ定義の表示」を参照）。

2. 「ページ・プロセス」で、「作成作成作成作成」をクリックします。

ページ計算を作成ウィザードが表示されます。

3. プロセス名、順序およびプロセス・ポイントを指定します。

4. 「タイプ」から、「設定項目をリセット設定項目をリセット設定項目をリセット設定項目をリセット」を選択します。

5. 画面に表示される手順に従います。
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Oracle HTML DB API

この章では、Oracle HTML DB で使用可能な API について説明します。

この章の内容は次のとおりです。

� HTMLDB_UTIL

� HTMLDB_ITEM

� HTMLDB_APPLICATION

� HTMLDB_CUSTOM_AUTH
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HTMLDB_UTIL
HTMLDB_UTILパッケージは、Oracle HTML DB 環境でプログラミングする際に使用可能な
ユーティリティを提供します。HTMLDB_UTILを使用すると、セッション・ステートの取得
と設定、ファイルの取得、ユーザーの認可の確認、ユーザーへの別のステートの再設定、お
よびユーザーの設定項目の取得と設定を行うことができます。

この項の内容は次のとおりです。

� CLEAR_APP_CACHE プロシージャ

� CLEAR_USER_CACHE プロシージャ

� COUNT_CLICK プロシージャ

� GET_FILE プロシージャ

� GET_NUMERIC_SESSION_STATE ファンクション

� GET_PREFERENCE ファンクション

� GET_SESSION_STATE ファンクション

� PUBLIC_CHECK_AUTHORIZATION ファンクション

� REMOVE_PREFERENCE プロシージャ

� REMOVE_SORT_PREFERENCES プロシージャ

� RESET_AUTHORIZATIONS プロシージャ

� SET_PREFERENCE プロシージャ

� SET_SESSION_STATE プロシージャ

� STRING_TO_TABLE ファンクション

� TABLE_TO_STRING ファンクション

� URL_ENCODE ファンクション
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CLEAR_APP_CACHE プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、カレント・セッションに指定したアプリケーションのセッション・ス
テートを削除します。

構文構文構文構文

HTMLDB_UTIL.CLEAR_APP_CACHE (
    p_app_id    IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-1 に、CLEAR_APP_CACHEプロシージャで使用可能なパラメータを示します。

例例例例

BEGIN
        HTMLDB_UTIL.CLEAR_APP_CACHE('100');
END;

CLEAR_USER_CACHE プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、カレント・ユーザー・セッションのセッション・ステートおよびアプ
リケーション・システムの設定項目を削除します。セッション ID を再利用し、既存のセッ
ション・ステートを利用せずにアプリケーションを実行する場合にこのプロシージャを実行
します。

構文構文構文構文

HTMLDB_UTIL.CLEAR_USER_CACHE;

例例例例

BEGIN
       HTMLDB_UTIL.CLEAR_USER_CACHE;
END;

表表表表 13-1 CLEAR_APP_CACHE パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_app_id セッション・ステートが消去されるカレント・セッ
ションのアプリケーションの ID
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COUNT_CLICK プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、Oracle HTML DB アプリケーションから外部サイトへのクリックをカ
ウントします。また、HTMLDB_UTIL.COUNT_CLICKのかわりに、短縮版のプロシージャ Z
を使用できます。

構文構文構文構文

HTMLDB_UTIL.COUNT_CLICK (
    p_url         IN    VARCHAR2,
    p_cat         IN    VARCHAR2,
    p_id          IN    VARCHAR2    DEFAULT NULL,
    p_user        IN    VARCHAR2    DEFAULT NULL,
    p_company     IN    VARCHAR2    DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-2 に、COUNT_CLICKプロシージャで使用可能なパラメータを示します。

例例例例

BEGIN
htp.p('<a
href="HTMLDB_UTIL.COUNT_CLICK?p_url=http://yahoo.com&p_cat=yahoo">Click 
here</a>');
END;

表表表表 13-2 COUNT_CLICK パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_url リダイレクト先の URL

p_cat クリックを分類するためのカテゴリ

p_id クリックに関連付けられたセカンダリ ID（オプション）

p_user アプリケーション・ユーザー ID（オプション）

p_company アプリケーションに関連付けられた作業領域（オプション）
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GET_FILE プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、Oracle HTML DB ファイル・リポジトリからファイルをダウンロード
します。

構文構文構文構文

HTMLDB_UTIL.GET_FILE (
    p_file_id    IN   VARCHAR2,
    p_mime_type  IN   VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_inline     IN   VARCHAR2 DEFAULT 'NO');

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-3 に、GET_FILEプロシージャで使用可能なパラメータを示します。

例例例例

BEGIN
        HTMLDB_UTIL.GET_FILE(
              p_file_id   => '8675309', 
              p_mime_type => 'text/xml',
              p_inline    => 'YES');    
END;

表表表表 13-3 GET_FILE パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_file_id ダウンロードするファイルの
HTMLDB_APPLICATION_FILESの ID。

p_mime_type ダウンロードするファイルの MIME タイプ。

p_inline 有効値は YESおよび NOです。YESを選択すると、ブ

ラウザでインライン表示されます。NOを選択すると、

添付としてダウンロードされます。
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GET_NUMERIC_SESSION_STATE ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、数値アイテムの数値を戻します。PL/SQL または SQL が使用可能
な場合に、このファンクションを Oracle HTML DB アプリケーションで使用できます。ま
た、HTMLDB_UTIL.GET_NUMERIC_SESSION_STATEのかわりに、短縮版のファンクション
NVを使用できます。

構文構文構文構文

HTMLDB_UTIL.GET_NUMERIC_SESSION_STATE (
    p_item     IN VARCHAR2) 
    RETURN NUMBER;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-4 に、GET_NUMERIC_SESSION_STATEファンクションで使用可能なパラメータを示
します。

例例例例

DECLARE
      l_item_value    Number;
BEGIN
      l_item_value := HTMLDB_UTIL.GET_NUMERIC_SESSION_STATE('my_item');
END;

GET_PREFERENCE ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、指定したユーザーについて、以前保存された設定項目の値を取得し
ます。

構文構文構文構文

HTMLDB_UTIL.GET_PREFERENCE (
    p_preference  IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_user        IN    VARCHAR2 DEFAULT V('USER')) 
    RETURN VARCHAR2;

表表表表 13-4 GET_NUMERIC_SESSION_STATE パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_item セッション・ステートをフェッチするアイテムの大 /
小文字が区別されない名前
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-5 に、GET_PREFERENCEファンクションで使用可能なパラメータを示します。

例例例例

DECLARE
      l_default_view    VARCHAR2(255);
BEGIN
      l_default_view := HTMLDB_UTIL.GET_PREFERENCE(      
                   p_preference => 'default_view',
                   p_user       => :APP_USER);
END;

GET_SESSION_STATE ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションはアイテムの値を戻します。PL/SQL または SQL が使用可能な場合に、
このファンクションを Oracle HTML DB アプリケーションで使用できます。また、
HTMLDB_UTIL.GET_SESSION_STATEのかわりに、短縮版のファンクション Vを使用でき
ます。

構文構文構文構文

HTMLDB_UTIL.GET_SESSION_STATE (
    p_item    IN   VARCHAR2) 
    RETURN VARCHAR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-6 に、GET_SESSION_STATEファンクションで使用可能なパラメータを示します。

表表表表 13-5 GET_PREFERENCE パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_preference 値を取得する設定項目の名前

p_value 設定項目の値

p_user 設定項目が取得されるユーザー

表表表表 13-6 GET_SESSION_STATE パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_item セッション・ステートをフェッチするアイテムの大 /
小文字が区別されない名前
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例例例例

DECLARE
      l_item_value  VARCHAR2(255);
BEGIN
      l_item_value := HTMLDB_UTIL.GET_SESSION_STATE('my_item');
END;

PUBLIC_CHECK_AUTHORIZATION ファンクションファンクションファンクションファンクション
セキュリティ・スキーム名を指定すると、このファンクションによって現行ユーザーがセ
キュリティ・チェックを通過するかどうかが判断されます。

構文構文構文構文

HTMLDB_UTIL.PUBLIC_CHECK_AUTHORIZATION (
    p_security_scheme    IN    VARCHAR2) 
    RETURN BOOLEAN;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-7 に、PUBLIC_CHECK_AUTHORIZATIONファンクションで使用可能なパラメータを示
します。

例例例例

DECLARE
      l_check_security  boolean;
BEGIN
      l_check_security := HTMLDB_UTIL.PUBLIC_CHECK_AUTHORIZATION('my_auth_scheme');
END;

表表表表 13-7 PUBLIC_CHECK_AUTHORIZATION パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_security_name ユーザーがセキュリティ・チェックを通過するかどう
かを判断するセキュリティ・スキームの名前
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REMOVE_PREFERENCE プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このファンクションは指定したユーザーの設定項目を削除します。

構文構文構文構文

HTMLDB_UTIL.REMOVE_PREFERENCE(
    p_preference    IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_user          IN    VARCHAR2 DEFAULT V('USER'));

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-8 に、REMOVE_PREFERENCEプロシージャで使用可能なパラメータを示します。

例例例例

BEGIN
       HTMLDB_UTIL.REMOVE_PREFERENCE(
                    p_preference => 'default_view',
                    p_user       => :APP_USER);    
END;

REMOVE_SORT_PREFERENCES プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ユーザーの列ヘッダーのソート設定項目の値を削除します。

構文構文構文構文

HTMLDB_UTIL.REMOVE_SORT_PREFERENCES (
    p_user  IN VARCHAR2 DEFAULT V('USER'));

表表表表 13-8 REMOVE_PREFERENCE パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_preference 削除する設定項目の名前

p_user 設定項目の対象ユーザー
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HTMLDB_UTIL
パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-9 に、REMOVE_SORT_PREFERENCESプロシージャで使用可能なパラメータを示しま
す。

例例例例

BEGIN
      HTMLDB_UTIL.REMOVE_SORT_PREFERENCES(:APP_USER);
END;

RESET_AUTHORIZATIONS プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
パフォーマンスを向上させるために、Oracle HTML DB はセキュリティ・チェックをキャッ
シュします。このプロシージャを使用すると、キャッシュを元に戻し、現行ユーザーに対す
るすべてのセキュリティ・チェックを再度検証するように要求します。アプリケーション内
でユーザーの信頼性（認可プロファイル）を変更できるようにする場合、このプロシージャ
を使用します。

構文構文構文構文

HTMLDB_UTIL.RESET_AUTHORIZATIONS; 

例例例例

BEGIN
HTMLDB_UTIL.RESET_AUTHORIZATIONS;
END;

SET_PREFERENCE プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、ユーザーのカレント・セッション以降に保持される設定項目を設定し
ます。

構文構文構文構文

HTMLDB_UTIL.SET_PREFERENCE (
    p_preference   IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_value        IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_user         IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL);

表表表表 13-9 REMOVE_SORT_PREFERENCES パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_user ソート設定項目が削除されるユーザー
13-10 Oracle HTML DB ユーザーズ・ガイド



HTMLDB_UTIL
パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-10 に、SET_PREFERENCEプロシージャで使用可能なパラメータを示します。

例例例例

BEGIN
       HTMLDB_UTIL.SET_PREFERENCE(        
             p_preference => 'default_view',
             p_value      => 'WEEKLY',      
             p_user       => :APP_USER); 
END;

SET_SESSION_STATE プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、現行の Oracle HTML DB セッションのセッション・ステートを設定し
ます。

構文構文構文構文

HTMLDB_UTIL.SET_SESSION_STATE (
    p_name     IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_value    IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL);

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-11 に、SET_SESSION_STATEプロシージャで使用可能なパラメータを示します。

表表表表 13-10 SET_PREFERENCE パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_preference 設定項目の名前（大 / 小文字が区別される）

p_value 設定項目の値

p_user 設定項目が設定されるユーザー

表表表表 13-11 SET_SESSION_STATE パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_name セッション・ステートを設定する、アプリケーション
またはページ・レベルのアイテムの名前

p_value 設定するセッション・ステートの値
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例例例例

BEGIN
HTMLDB_UTIL.SET_SESSION_STATE('my_item','myvalue');
END;

STRING_TO_TABLE ファンクションファンクションファンクションファンクション
文字列を指定すると、このファンクションによって型が
HTMLDB_APPLICATION_GLOBAL.VC_ARR2の PL/SQL 配列が戻されます。この配列は
VARCHAR2(32767)表です。

構文構文構文構文

HTMLDB_UTIL.STRING_TO_TABLE (
    p_string       IN VARCHAR2,
    p_separator    IN VARCHAR2 DEFAULT ':') 
    RETURN HTMLDB_APPLICATION_GLOBAL.VC_ARR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-12 に、STRING_TO_TABLE ファンクションで使用可能なパラメータを示します。

例例例例

DECLARE
       l_vc_arr2    HTMLDB_APPLICATION_GLOBAL.VC_ARR2;
BEGIN
       l_vc_arr2 := HTMLDB_UTIL.STRING_TO_TABLE('One:Two:Three');
       FOR z IN 1..l_vc_arr2.count LOOP
             htp.p(l_vc_arr2(z));
       END LOOP;
END;

表表表表 13-12 STRING_TO_TABLE パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_string 型が HTMLDB_APPLICATION_GLOBAL.VC_ARR2の

PL/SQL 表に変換される文字列。

p_separator 文字列のセパレータ。デフォルトはコロンです。
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HTMLDB_UTIL
TABLE_TO_STRING ファンクションファンクションファンクションファンクション
型が HTMLDB_APPLICATION_GLOBAL.VC_ARR2の PL/SQL 表を指定すると、このファンク
ションによって、指定したセパレータかデフォルトのセパレータ（コロン（:））で区切られ
た文字列が戻されます。

構文構文構文構文

HTMLDB_UTIL.TABLE_TO_STRING (
    p_table       IN     HTMLDB_APPLICATION_GLOBAL.VC_ARR2,
    p_string      IN     VARCHAR2 DEFAULT ':') 
    RETURN VARCHAR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-13 に、TABLE_TO_STRINGファンクションで使用可能なパラメータを示します。

例例例例

DECLARE
       l_string     VARCHAR2(255);
       l_vc_arr2    HTMLDB_APPLICATION_GLOBAL.VC_ARR2;
BEGIN
       l_vc_arr2 := HTMLDB_UTIL.STRING_TO_TABLE('One:Two:Three');

       l_string := HTMLDB_UTIL.TABLE_TO_STRING(l_vc_arr2);
END;

表表表表 13-13 TABLE_TO_STRING パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_string 文字列のセパレータ。デフォルトのセパレータはコロ
ンです。

p_table 区切られた文字列に変換される PL/SQL 表。
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URL_ENCODE ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、空白、疑問符、アンパサンドなどを含むすべての特殊文字を 16 進
にエンコードします。

構文構文構文構文

HTMLDB_UTIL.URL_ENCODE (
    p_url   IN    VARCHAR2) 
    RETURN VARCHAR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-14 に、URL_ENCODEファンクションで使用可能なパラメータを示します。

例例例例

DECLARE
      l_url  VARCHAR2(255);
BEGIN
      l_url := HTMLDB_UTIL.URL_ENCODE('http://www.myurl.com?id=1&cat=foo');
END;

HTMLDB_ITEM
HTMLDB_ITEMパッケージを使用すると、ページごとに別々にアイテムを作成するかわり
に、SQL 問合せに基づいてフォーム要素を動的に作成することができます。

この項の内容は次のとおりです。

� CHECKBOX ファンクション

� DATE_POPUP ファンクション

� HIDDEN ファンクション

� MD5_CHECKSUM ファンクション

� MD5_HIDDEN ファンクション

� MULTI_ROW_UPDATE プロシージャ

� SELECT_LIST ファンクション

表表表表 13-14 URL_ENCODE パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_string エンコードする文字列
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� SELECT_LIST_FROM_LOV ファンクション

� SELECT_LIST_FROM_LOV_XL ファンクション

� SELECT_LIST_FROM_QUERY ファンクション

� SELECT_LIST_FROM_QUERY_XL ファンクション

� TEXT ファンクション

� TEXT_FROM_LOV ファンクション

� RADIOGROUP ファンクション

� POPUP_FROM_LOV ファンクション

� POPUP_FROM_QUERY ファンクション

� POPUPKEY_FROM_LOV ファンクション

� POPUPKEY_FROM_QUERY ファンクション

CHECKBOX ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションはチェック・ボックスを作成します。

構文構文構文構文

HTMLDB_ITEM.CHECKBOX(
    p_idx                       IN    NUMBER,
    p_value                     IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_attributes                IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_checked_values            IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_checked_values_delimitor  IN    VARCHAR2 DEFAULT)
    RETURN VARCHAR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-15 に、CHECKBOXファンクションで使用可能なパラメータを示します。

表表表表 13-15 CHECKBOX パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_idx どの HTMLDB_APPLICATIONグローバルを使用するか

を決定する番号。値の有効範囲は、1 から 50 です。た

とえば、1 を指定すると F01、2 を指定すると F02が

作成されます。

p_value チェック・ボックス、非表示フィールドまたは入力
フォーム・アイテムの値。
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HTMLDB_ITEM
デフォルトのチェック・ボックスの動作デフォルトのチェック・ボックスの動作デフォルトのチェック・ボックスの動作デフォルトのチェック・ボックスの動作

次の例に、emp表の各従業員に対して選択された状態のチェック・ボックスを作成する方法
を示します。

SELECT HTMLDB_ITEM.CHECKBOX(1,empno,'CHECKED') " ",
       ename,
       job
FROM   emp
ORDER BY 1

次の例に、従業員のすべてのチェック・ボックスを選択されていない状態で表示する方法を
示します。

SELECT HTMLDB_ITEM.CHECKBOX(1,empno) " ",
       ename,
       job
FROM   emp
ORDER BY 1

次の例に、部門 10 の従業員のチェック・ボックスを選択する方法を示します。

SELECT HTMLDB_ITEM.CHECKBOX(1,empno,DECODE(deptno,10,'CHECKED',null)) " ",
       ename,
       job
FROM   emp
ORDER BY 1

次の例に、部門 10 または 20 の従業員のチェック・ボックスを選択する方法を示します。

SELECT HTMLDB_ITEM.CHECKBOX(1,deptno,NULL,'10:20',':') " ",
       ename,
       job
FROM   emp
ORDER BY 1

p_attributes HTML タグ属性を制御（無効にするなど）します。

p_checked_values デフォルトで選択される値。

p_checked_values_delimitor 前述のパラメータ p_checked_valuesの値を区切り

ます。

表表表表 13-15 CHECKBOX パラメータパラメータパラメータパラメータ（続き）（続き）（続き）（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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HTMLDB_ITEM
送信時プロセスの作成送信時プロセスの作成送信時プロセスの作成送信時プロセスの作成

アプリケーションでチェック・ボックスを使用する場合、送信時プロセスを作成して、選択
した行で特定のタイプのアクションを実行する必要がある場合があります。たとえば、次の
ロジックを利用する「削除」ボタンを使用できます。

SELECT HTMLDB_ITEM.CHECKBOX(1,empno) " ",
       ename,
       job
FROM   emp
ORDER  by 1

次に送信時プロセスの例を示します。

FOR I in 1..HTMLDB_APPLICATION.G_F01.COUNT LOOP
    DELETE FROM emp WHERE empno = to_number(HTMLDB_APPLICATION.G_F01(i));
END LOOP;

DATE_POPUP ファンクションファンクションファンクションファンクション
日付フィールドを含むフォームでこのファンクションを使用します。DATE_POPUPは、「カ
レンダ」ポップアップ・ボタンがある日時フィールドを動的に生成します。

構文構文構文構文

HTMLDB_ITEM.DATE_POPUP(
    p_idx          IN    NUMBER,
    p_row          IN    NUMBER,
    p_value        IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_date_format  IN    DATE DEFAULT,
    p_size         IN    NUMBER DEFAULT,
    p_maxlength    IN    NUMBER DEFAULT,
    p_attributes   IN    VARCHAR2 DEFAULT)
    RETURN VARCHAR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-16 に、DATE_POPUPファンクションで使用可能なパラメータを示します。

表表表表 13-16 DATE_POPUP パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_idx どの HTMLDB_APPLICATIONグローバルを使用するか

を決定する番号。値の有効範囲は 1 から 50 です。たと

えば、1 を指定すると F01、2 を指定すると F02が作

成されます。
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HTMLDB_ITEM
例例例例

次の例に、HTMLDB_ITEM.DATE_POPUPを使用して、hiredate列の「カレンダ」ポップ
アップ・ボタンを作成する方法を示します。

SELECT 
  empno, 
  HTMLDB_ITEM.HIDDEN(1,empno)||
  HTMLDB_ITEM.TEXT(2,ename) ename, 
  HTMLDB_ITEM.TEXT(3,job) job, 
  mgr, 
  HTMLDB_ITEM.DATE_POPUP(4,rownum,hiredate,'dd-mon-yyyy') hd,
  HTMLDB_ITEM.TEXT(5,sal) sal, 
  HTMLDB_ITEM.TEXT(6,comm) comm,
  deptno
FROM emp
ORDER BY 1

HIDDEN ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、非表示のフォーム・アイテムを動的に生成します。

構文構文構文構文

HTMLDB_ITEM.HIDDEN(
    p_idx     IN    NUMBER,
    p_value   IN    VARCHAR2 DEFAULT)
    RETURN VARCHAR2;

p_value フィールド・アイテムの値。

p_date_format 有効なデータベースの日付書式。

p_size HTML タグ属性を制御（無効にするなど）します。

p_maxlength 入力可能な 大文字数を決定します。<input> HTML
タグの 大長の属性になります。

p_attributes 追加する HTML パラメータ。

参照参照参照参照 : TO_CHARまたは TO_DATEファンクションの詳細は、『Oracle 
Database SQL リファレンス』を参照してください。

表表表表 13-16 DATE_POPUP パラメータパラメータパラメータパラメータ（続き）（続き）（続き）（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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HTMLDB_ITEM
パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-17 に、HIDDENファンクションで使用可能なパラメータを示します。

例例例例

通常、表の主キーは非表示列として格納され、後続の更新処理で使用されます。次に SLQ
問合せの例を示します。

SELECT
  empno, 
  HTMLDB_ITEM.HIDDEN(1,empno)||
  HTMLDB_ITEM.TEXT(2,ename) ename,
  HTMLDB_ITEM.TEXT(3,job) job, 
  mgr, 
  HTMLDB_ITEM.DATE_POPUP(4,rownum,hiredate,'dd-mon-yyyy') hiredate,
  HTMLDB_ITEM.TEXT(5,sal) sal, 
  HTMLDB_ITEM.TEXT(6,comm) comm, 
  deptno
FROM emp
ORDER BY 1

前述の問合せは、次のページ・プロセスを使用して結果を処理します。

BEGIN 
  FOR i IN 1..HTMLDB_APPLICATION.G_F01.COUNT LOOP
    UPDATE emp
    SET
      ename=HTMLDB_APPLICATION.G_F02(i),
      job=HTMLDB_APPLICATION.G_F03(i),
      hiredate=to_date(HTMLDB_APPLICATION.G_F04(i),'dd-mon-yyyy'),
      sal=HTMLDB_APPLICATION.G_F05(i),
      comm=HTMLDB_APPLICATION.G_F06(i)
    WHERE empno=to_number(HTMLDB_APPLICATION.G_F01(i));
  END LOOP;
END;

G_F01列（非表示の EMPNOに対応）は、各行を更新するキーとして使用されることに注意
してください。

表表表表 13-17 HIDDEN パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_idx 生成するアイテムの識別番号。この番号によって、ど
の G_FXXグローバルが移入されるかが決定されます。

参照参照参照参照 : 13-40 ページの「HTMLDB_APPLICATION」

p_value 非表示の入力フォーム・アイテムの値。
Oracle HTML DB API 13-19



HTMLDB_ITEM
MD5_CHECKSUM ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、HTMLDB_ITEM.MULTI_ROW_UPDATEに値を渡し、ロストした更新
の検出に使用されます。ロストした更新の検出によって、データに同時にアクセスできるア
プリケーションのデータ整合性が保証されます。

構文構文構文構文

HTMLDB_ITEM.MD5_CHECKSUM(
    p_value01   IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_value02   IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_value03   IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    ...
    p_value50   IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_col_sep   IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    RETURN VARCHAR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-18 に、MD5_CHECKSUMファンクションで使用可能なパラメータを示します。

例例例例

SELECT HTMLDB_ITEM.MD5_CHECKSUM(ename,job,sal)
FROM emp

MD5_HIDDEN ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、ロストした更新の検出に使用されます。これによって、データに同
時にアクセスできるアプリケーションのデータの整合性が保証されます。

このファンクションは、非表示のフォーム・フィールドを作成し、50 個の入力値を含みま
す。また、HTMLDB_ITEM.MD5_HIDDENは Oracle データベースの
DBMS_OBFUSCATION_TOOLKITを使用して、MD5 チェックサムを作成します。

UTL_RAW.CAST_TO_RAW(DBMS_OBFUSCATION_TOOLKIT.MD5())

表表表表 13-18 MD5_CHECKSUM パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_value01

...

p_value50

50 個の値が入力可能です。このパラメータを指定しない場合、デフォルト

は NULL になります。

p_col_sep p_valueの入力を区切るために使用する文字列。デフォルトは縦線（|）
です。
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HTMLDB_ITEM
MD5 チェックサムでは、データがネットワークを介して転送されるときに、データが変更
または盗用されていないことを保証するために、ハッシュやシーケンスによってデータ整合
性が提供されます。

構文構文構文構文

HTMLDB_ITEM.MD5_HIDDEN(
    p_idx       IN    NUMBER,
    p_value01   IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_value02   IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_value03   IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    ...
    p_value50   IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_col_sep   IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    RETURN VARCHAR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-19 に、MD5_HIDDENファンクションで使用可能なパラメータを示します。

例例例例

p_idxは生成される FXXフォーム要素を指定します。次の例では、7 は F07を生成します。
また、HTML 非表示フォーム要素が生成されることにも注意してください。

SELECT HTMLDB_ITEM.MD5_HIDDEN(7,ename,job,sal), ename, job, sal FROM emp

表表表表 13-19 MD5_HIDDEN パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_idx 生成されるフォーム要素を示します。たとえば、1 は F01、2 は F02です。

通常、p_idxパラメータは指定した列の定数です。

p_value01

...

p_value50

50 個の値が入力可能です。このパラメータを指定しない場合、デフォルト

は NULL になります。

p_col_sep p_valueの入力を区切るために使用する文字列。デフォルトは縦線（|）
です。
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MULTI_ROW_UPDATE プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、複数行を更新するプロセス・タイプ内で使用します。このプロシー
ジャでは、次の形式で複数行の更新定義を含む文字列を指定します。

OWNER:TABLE:pk_column1,pk_idx:pk_column2,pk_idx2|col,idx:col,idx...  

構文構文構文構文

HTMLDB_ITEM.MULTI_ROW_UPDATE(
    p_mru_string    IN    VARCHAR2 DEFAULT)
    RETURN VARCHAR2;

例例例例

このプロシージャをアプリケーション・レベルのプロセスで間接的に使用するには、問合せ
を作成して、データベース・データのフォームを生成する必要があります。次の例に、emp
表で複数行の更新を作成する方法を示します。

SELECT 
empno,
HTMLDB_ITEM.HIDDEN(1,empno),
HTMLDB_ITEM.HIDDEN(2,deptno),
HTMLDB_ITEM.TEXT(3,ename),
HTMLDB_ITEM.SELECT_LIST_FROM_QUERY(4,job,'SELECT DISTINCT job FROM emp'),
HTMLDB_ITEM.TEXT(5,sal),
HTMLDB_ITEM.TEXT(7,comm),
HTMLDB_ITEM.MD5_CHECKSUM(ename,job,sal,comm),
deptno
FROM emp
WHERE deptno = 20

HTMLDB_ITEM.MD5_HIDDENではなく、HTMLDB_ITEM.MD5_CHECKSUMをコールすること
に注意してください。HTMLDB_ITEM.MULTI_ROW_UPDATEは
HTMLDB_APPLICATION.G_FCSからチェックサムを取得するため、ページを送信する際に、
HTMLDB_APPLICATION.G_FCSを移入するために HTMLDB_ITEM.MD5_CHECKSUMをコー
ルする必要があります。また、HTMLDB_ITEM.MD5_CHECKSUMの列の順序は、
MULTI_ROW_UPDATEプロセスでの順序と同一である必要があります。これらの更新は、次
のような文字列の複数の行の更新の送信後ページ・プロセスを使用して、処理（またはデー
タベースに適用）できます。

SCOTT:emp:empno,1:deptno,2|ename,3:job,4:sal,5:comm,7:,:,:,:,
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SELECT_LIST ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、静的選択リストを動的に生成します。HTMLDB_ITEMパッケージで
使用可能なその他のファンクションのように、これらの選択リストのファンクションは F01
から F50のフォームの配列要素でフォームを生成するように設計されています。

構文構文構文構文

HTMLDB_ITEM.SELECT_LIST(
    p_idx           IN   NUMBER,
    p_value         IN   VARCHAR2 DEFAULT,
    p_list_values   IN   VARCHAR2 DEFAULT,
    p_attributes    IN   VARCHAR2 DEFAULT,
    p_show_null     IN   VARCHAR2 DEFAULT,
    p_null_value    IN   VARCHAR2 DEFAULT,
    p_null_text     IN   VARCHAR2 DEFAULT)
    RETURN VARCHAR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-20 に、SELECT_LISTファンクションで使用可能なパラメータを示します。

表表表表 13-20 SELECT_LIST パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_idx フォーム要素名。たとえば、1は F01、2は F02です。通常、P_IDXパラ

メータは指定した列の定数です。

p_value 現行の値。この値は P_LIST_VALUESパラメータの値である必要がありま

す。

p_list_values カンマで区切られた静的値のリスト。表示値および戻り値はセミコロンで
区切られます。

これは SELECT_LISTファンクションのみで使用可能であることに注意し

てください。

p_attributes 追加する HTML パラメータ。

p_show_null NULL の選択を有効にするための追加の選択オプション。値の範囲は YES
および NOです。

p_null_value ユーザーが NULL のオプションを選択すると戻される値。P_SHOW_NULL
が YESの場合にのみ使用できます。
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次の例に、Yesを表示し、Yを戻し、Yをデフォルトとし、F01のフォームのアイテムを生
成する静的選択リストを示します。

SELECT HTMLDB_ITEM.SELECT_LIST(1,'Y','Yes;Y,No;N') 
FROM emp

SELECT_LIST_FROM_LOV ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、共有 LOV から選択リストを動的に生成します。HTMLDB_ITEM
パッケージで使用可能なその他のファンクションのように、これらの選択リストのファンク
ションは F01から F50のフォームの配列要素でフォームを生成するように設計されていま
す。

構文構文構文構文

HTMLDB_ITEM.SELECT_LIST_FROM_LOV(
    p_idx           IN   NUMBER,
    p_value         IN   VARCHAR2 DEFAULT,
    p_lov           IN   VARCHAR2,
    p_attributes    IN   VARCHAR2 DEFAULT,
    p_show_null     IN   VARCHAR2 DEFAULT,
    p_null_value    IN   VARCHAR2 DEFAULT,
    p_null_text     IN   VARCHAR2 DEFAULT)
    RETURN VARCHAR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-21 に、SELECT_LIST_FROM_LOVファンクションで使用可能なパラメータを示しま
す。

表表表表 13-21 SELECT_LIST_FROM_LOV パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_idx フォーム要素名。たとえば、1は F01、2は F02です。通常、p_idxパラ

メータは指定した列の定数です。

p_value 現行の値。この値は p_list_valuesパラメータの値である必要がありま

す。

p_lov フローの LOV のテキストの名前。この LOV はフローで定義する必要があ

ります。このパラメータは、select_list_from_lovファンクションで

のみ使用されます。
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次に、アプリケーションで定義された LOV に基づく選択リストを示します。

SELECT HTMLDB_ITEM.SELECT_LIST_FROM_LOV(2,job,'JOB_FLOW_LOV') 
FROM emp

SELECT_LIST_FROM_LOV_XL ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、共有 LOV から大規模（32KB を超える）な選択リストを動的に生成
します。HTMLDB_ITEMパッケージで使用可能なその他のファンクションのように、これら
の選択リストのファンクションは F01から F50のフォームの配列要素でフォームを生成す
るように設計されています。

構文構文構文構文

HTMLDB_ITEM.SELECT_LIST_FROM_LOV_XL(
    p_idx           IN   NUMBER,
    p_value         IN   VARCHAR2 DEFAULT,
    p_lov           IN   VARCHAR2,
    p_attributes    IN   VARCHAR2 DEFAULT,
    p_show_null     IN   VARCHAR2 DEFAULT,
    p_null_value    IN   VARCHAR2 DEFAULT,
    p_null_text     IN   VARCHAR2 DEFAULT)
    RETURN CLOB;

p_attributes 追加する HTML パラメータ。

p_show_null NULL の選択を有効にするための追加の選択オプション。値の範囲は YES
および NOです。

p_null_value ユーザーが NULL のオプションを選択すると戻される値。p_show_null
が YESの場合にのみ使用できます。

p_null_text ユーザーが NULL のオプションを選択すると表示される値。

p_show_nullが YESの場合にのみ使用できます。

表表表表 13-21 SELECT_LIST_FROM_LOV パラメータパラメータパラメータパラメータ（続き）（続き）（続き）（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-22 に、SELECT_LIST_FROM_LOV_XLファンクションで使用可能なパラメータを示し
ます。

例例例例

次に、アプリケーションで定義された LOV に基づく選択リストを示します。

SELECT HTMLDB_ITEM.SELECT_LIST_FROM_LOV_XL(2,job,'JOB_FLOW_LOV') 
FROM emp

SELECT_LIST_FROM_QUERY ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、問合せから静的選択リストを動的に生成します。HTMLDB_ITEM
パッケージで使用可能なその他のファンクションのように、これらの選択リストのファンク
ションは F01から F50のフォームの配列要素でフォームを生成するように設計されていま
す。

構文構文構文構文

HTMLDB_ITEM.SELECT_LIST_FROM_QUERY(
    p_idx           IN    NUMBER,
    p_value         IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_query         IN    VARCHAR2,
    p_attributes    IN    VARCHAR2 DEFAULT,

表表表表 13-22 SELECT_LIST_FROM_LOV_XL パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_idx フォーム要素名。たとえば、1は F01、2は F02です。通常、p_idxパラ

メータは指定した列の定数です。

p_value 現行の値。この値は p_list_valuesパラメータの値である必要がありま

す。

p_lov フローの LOV のテキストの名前。この LOV はフローで定義する必要があ

ります。このパラメータは、select_list_from_lovファンクションで

のみ使用されます。

p_attributes 追加する HTML パラメータ。

p_show_null NULL の選択を有効にするための追加の選択オプション。値の範囲は YES
および NOです。

p_null_value ユーザーが NULL のオプションを選択すると戻される値。p_show_null
が YESの場合にのみ使用できます。

p_null_text ユーザーが NULL のオプションを選択すると表示される値。

p_show_nullが YESの場合にのみ使用できます。
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    p_show_null     IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_null_value    IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_null_text     IN    VARCHAR2 DEFAULT)
    RETURN VARCHAR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-23 に、SELECT_LIST_FROM_QUERYファンクションで使用可能なパラメータを示しま
す。

例例例例

次に、SQL 問合せに基づく選択リストを示します。

SELECT HTMLDB_ITEM.SELECT_LIST_FROM_QUERY(3,job,'SELECT DISTINCT job FROM emp') 
FROM emp

表表表表 13-23 SELECT_LIST_FROM_QUERY パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_idx フォーム要素名。たとえば、1は F01、2は F02です。通常、p_idxパラ

メータは指定した列の定数です。

p_value 現行の値。この値は p_list_valuesパラメータの値である必要がありま

す。

p_query 2 つの列（表示列および戻り列）を選択する SQL 問合せ。次に例を示しま

す。

SELECT dname, deptno FROM dept

これは、SELECT_LIST_FROM_QUERYファンクションでのみ使用可能であ

ることに注意してください。

p_attributes 追加する HTML パラメータ。

p_show_null NULL の選択を有効にするための追加の選択オプション。値の範囲は YES
および NOです。

p_null_value ユーザーが NULL のオプションを選択すると戻される値。p_show_null
が YESの場合にのみ使用できます。

p_null_text ユーザーが NULL のオプションを選択すると表示される値。

p_show_nullが YESの場合にのみ使用できます。
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SELECT_LIST_FROM_QUERY_XL ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、問合せから大規模（32KB を超える）な選択リストを動的に生成し
ます。HTMLDB_ITEMパッケージで使用可能なその他のファンクションのように、これらの
選択リストのファンクションは F01から F50のフォームの配列要素でフォームを生成する
ように設計されています。

構文構文構文構文

HTMLDB_ITEM.SELECT_LIST_FROM_QUERY_XL(
    p_idx           IN    NUMBER,
    p_value         IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_query         IN    VARCHAR2,
    p_attributes    IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_show_null     IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_null_value    IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_null_text     IN    VARCHAR2 DEFAULT)
    RETURN CLOB;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-24 に、SELECT_LIST_FROM_QUERY_XLファンクションで使用可能なパラメータを示
します。

表表表表 13-24 SELECT_LIST_FROM_QUERY_XL パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_idx フォーム要素名。たとえば、1は F01、2は F02です。通常、p_idxパラ

メータは指定した列の定数です。

p_value 現行の値。この値は p_list_valuesパラメータの値である必要がありま

す。

p_query 2 つの列（表示列および戻り列）を選択する SQL 問合せ。次に例を示しま

す。

SELECT dname, deptno FROM dept

これは、SELECT_LIST_FROM_QUERY_XLファンクションでのみ使用可能

であることに注意してください。

p_attributes 追加する HTML パラメータ。

p_show_null NULL の選択を有効にするための追加の選択オプション。値の範囲は YES
および NOです。

p_null_value ユーザーが NULL のオプションを選択すると戻される値。p_show_null
が YESの場合にのみ使用できます。
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次に、SQL 問合せに基づく選択リストを示します。

SELECT HTMLDB_ITEM.SELECT_LIST_FROM_QUERY_XL(3,job,'SELECT DISTINCT job FROM emp') 
FROM emp

TEXT ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、SQL 問合せからテキスト・フィールド（またはテキスト入力フォー
ム・アイテム）を生成します。

構文構文構文構文

HTMLDB_ITEM.TEXT(
    p_idx         IN    NUMBER,
    p_value       IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_size        IN    NUMBER DEFAULT NULL,
    p_maxlength   IN    NUMBER DEFAULT NULL,
    p_attributes  IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_item_id     IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_item_label  IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL)

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-25 に、TEXTファンクションで使用可能なパラメータを示します。

p_null_text ユーザーが NULL のオプションを選択すると表示される値。

p_show_nullが YESの場合にのみ使用できます。

表表表表 13-25 TEXT パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_idx 生成するアイテムの識別番号。この番号によって、ど
の G_FXXグローバルが移入されるかが決定されます。

参照参照参照参照 : 13-40 ページの「HTMLDB_APPLICATION」

p_value テキスト・フィールド・アイテムの値。

p_size HTML タグ属性を制御（無効にするなど）します。

p_maxlength テキスト・ボックスに入力可能な 大文字数。

表表表表 13-24 SELECT_LIST_FROM_QUERY_XL パラメータパラメータパラメータパラメータ（続き）（続き）（続き）（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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次の問合せの例に、各行に 1 つの更新フィールドを生成する方法を示します。ename、sal
および comm列では HTMLDB_ITEM.TEXTファンクションを使用して、各行に HTML テキス
ト・フィールドを生成します。また、各列がそれぞれの配列に格納されるように問合せ内の
各アイテムに一意の p_idxパラメータが渡されることに注意してください。

SELECT 
  empno, 
  HTMLDB_ITEM.HIDDEN(1,empno)||
  HTMLDB_ITEM.TEXT(2,ename) ename, 
  HTMLDB_ITEM.TEXT(3,job) job, 
  mgr, 
  HTMLDB_ITEM.DATE_POPUP(4,rownum,hiredate,'dd-mon-yyyy') hiredate,
  HTMLDB_ITEM.TEXT(5,sal) sal, 
  HTMLDB_ITEM.TEXT(6,comm) comm,
  deptno
FROM emp
ORDER BY 1

TEXT_FROM_LOV ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、指定された値の LOV の表示値を戻します。

構文構文構文構文

HTMLDB_ITEM.TEXT_FROM_LOV (
    p_value       IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_lov         IN    VARCHAR2,
    p_null_text   IN    VARCHAR2 DEFAULT '%')
    RETURN VARCHAR2;

p_attributes 追加する HTML パラメータ。

p_item_id <input>タグの HTML 属性の ID。

p_item_label テキスト・フィールド・アイテムのラベル。

表表表表 13-25 TEXT パラメータパラメータパラメータパラメータ（続き）（続き）（続き）（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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表 13-26 に、TEXT_FROM_LOVファンクションで使用可能なパラメータを示します。

例例例例

次の例に示すように、DEPARTMENTS_LOVという LOV があるとします。

SELECT dname, deptno FROM dept;

次に、SQL 問合せ領域があり、emp表を問い合せるとします。ただし、deptno列（番号が
含まれる）ではなく、部門名を表示します。これは、HTMLDB_ITEM.TEXT_FROM_LOVファ
ンクションを使用して実行できます。次に例を示します。

SELECT ename, job, sal, comm, HTMLDB_ITEM.TEXT_FROM_LOV(deptno,'DEPARTMENTS_LOV') d 
FROM emp; 

RADIOGROUP ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、SQL 問合せからラジオ・グループを生成します。

構文構文構文構文

HTMLDB_ITEM.RADIOGROUP(
    p_idx              IN    NUMBER,
    p_value            IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_selected_value   IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_display          IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_attributes       IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_onblur           IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_onchange         IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_onfocus          IN    VARCHAR2 DEFAULT,)
    RETURN VARCHAR2;

表表表表 13-26 TEXT_FROM_LOV パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_value 取得する LOV の表示値。

p_lov アプリケーションの LOV の名前。

p_null_text 値が NULL の場合に表示するテキスト。
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表 13-27 に、RADIOGROUPファンクションで使用可能なパラメータを示します。

例例例例

次の例に、ラジオ・グループのデフォルトとして emp表から部門 20 を選択する方法を示し
ます。

SELECT HTMLDB_ITEM.CHECKBOX(1,deptno,'20',dname) dt
FROM   dept
ORDER  BY 1

POPUP_FROM_LOV ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、アプリケーション LOV から HTML ポップアップ選択リストを生成
します。HTMLDB_ITEMパッケージの他の使用可能なファンクションと同様に、
POPUP_FROM_LOVは、F01から F50のフォームの配列要素でフォームを生成するように設
計されています。

構文構文構文構文

HTMLDB_ITEM.POPUP_FROM_LOV(

    p_idx              IN    NUMBER,
    p_value            IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_lov_name         IN    VARCHAR2,
    p_width            IN    VARCHAR2 DEFAULT,

表表表表 13-27 RADIOGROUP パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_idx どの HTMLDB_APPLICATIONグローバルを使用するかを決定する

番号。値の有効範囲は、1から 50です。たとえば、1を指定する

と F01、2を指定すると F02が作成されます。

p_value ラジオ・グループの値。

p_selected_value オンまたは選択済になる値。

p_display ラジオ・オプションの横に表示されるテキスト。

p_attributes 追加する HTML パラメータ。

p_onblur onBlur イベントで実行する JavaScript。

p_onchange onChange イベントで実行する JavaScript。

p_onfocus onFocus イベントで実行する JavaScript。
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    p_max_length       IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_form_index       IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_escape_html      IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_max_elements     IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_attributes       IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_ok_to_query      IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_item_id          IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_item_label       IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL)
    RETURN VARCHAR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-28 に、POPUP_FROM_LOVファンクションで使用可能なパラメータを示します。

表表表表 13-28 POPUP_FROM_LOV パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_idx フォーム要素名。たとえば、1は F01、2は F02です。通常、

p_idxは指定した列の定数です。

p_value フォーム要素の現行の値。この値は、p_lov_nameパラメータ

のいずれかの値である必要があります。

p_lov_name このポップアップで使用される名前付き LOV。

p_width テキスト・ボックスの幅。

p_max_length テキスト・ボックスに入力可能な 大文字数。

p_form_index アイテムが含まれるページの HTML フォーム。デフォルトは 0
ですが、ほとんど使用しません。

このパラメータは、ページ・テンプレートにカスタム・フォー
ム（別の Web サイトにポストする検索フィールドなど）を埋め

込む必要がある場合にのみ使用します。このフォームが
#FORM_OPEN#置換文字列の前にある場合、この索引は 0（ゼ

ロ）で、Oracle HTML DB によって自動的にオープンされる

フォームはフォーム 1 として参照される必要があります。この

機能では、フォーム要素に値を戻すポップアップ LOV で使用さ

れる JavaScript がサポートされています。

p_escape_html 同等のものにエスケープする必要がある特殊文字の置換文字。

� <に対する &lt;

� >に対する &gt;

� &に対する &amp;

このパラメータは、問合せが無効な HTML を戻すことがわかっ

ている場合に有効です。
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例例例例

次の例に、DEPTという LOV からポップアップを生成する問合せの例を示します。

SELECT HTMLDB_ITEM.POPUP_FROM_LOV (1,deptno,'DEPT_LOV') dt 
FROM emp

POPUP_FROM_QUERY ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは問合せから HTML ポップアップ選択リストを生成します。
HTMLDB_ITEMパッケージの他の使用可能なファンクションと同様に、
POPUP_FROM_QUERYは、F01から F50のフォームの配列要素でフォームを生成するように
設計されています。

構文構文構文構文

HTMLDB_ITEM.POPUP_FROM_QUERY(

    p_idx              IN    NUMBER,
    p_value            IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_lov_query        IN    VARCHAR2,
    p_width            IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_max_length       IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_form_index       IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_escape_html      IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_max_elements     IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_attributes       IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_ok_to_query      IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_item_id          IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_item_label       IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL)
    RETURN VARCHAR2;

p_max_elements 問合せで戻せる行数の制限。ユーザー検索によるパフォーマン
スの影響を制限します。このパラメータに値を入力すると、
ユーザーがより限定された結果セットを検索するように強制し
ます。

p_attributes フォーム・アイテムで使用する追加の HTML 属性。

p_ok_to_query 値の範囲は YESおよび NOです。YESの場合、ポップアップは

LOV に 初の行セットを戻します。NOの場合、行を戻すために

検索が開始されます。

p_item_id フォーム要素の ID 属性。

p_item_label アイテムに対して作成された非表示のラベル。

表表表表 13-28 POPUP_FROM_LOV パラメータパラメータパラメータパラメータ（続き）（続き）（続き）（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-29 に、POPUP_FROM_QUERYファンクションで使用可能なパラメータを示します。

表表表表 13-29 POPUP_FROM_QUERY パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_idx フォーム要素名。たとえば、1は F01、2は F02です。通常、

p_idxは指定した列の定数です。

p_value フォーム要素の現行の値。この値は、p_lov_queryパラメータ

のいずれかの値である必要があります。

p_lov_query 2 つの列（表示列および戻り列）を選択する SQL 問合せ。次に例

を示します。

SELECT dname, deptno FROM dept

p_width テキスト・ボックスの幅。

p_max_length テキスト・ボックスに入力可能な 大文字数。

p_form_index アイテムが含まれるページの HTML フォーム。デフォルトは 0 で

すが、ほとんど使用しません。

このパラメータは、ページ・テンプレートにカスタム・フォーム
（別の Web サイトにポストする検索フィールドなど）を埋め込む

必要がある場合にのみ使用します。このフォームが
#FORM_OPEN#置換文字列の前にある場合、この索引は 0（ゼロ）

で、Oracle HTML DB によって自動的にオープンされるフォーム

はフォーム 1 として参照される必要があります。この機能では、

フォーム要素に値を戻すポップアップ LOV で使用される

JavaScript がサポートされています。

p_escape_html 同等のものにエスケープする必要がある特殊文字の置換文字。

� <に対する &lt;

� >に対する &gt;

� &に対する &amp;

このパラメータは、問合せが無効な HTML を戻すことがわかって

いる場合に有効です。

p_max_elements 問合せで戻せる行数の制限。ユーザー検索によるパフォーマンス
の影響を制限します。このパラメータに値を入力すると、ユー
ザーがより限定された結果セットを検索するように強制します。

p_attributes フォーム・アイテムで使用する追加の HTML 属性。
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例例例例

次の例に、emp表からポップアップ選択リストを生成する問合せの例を示します。

SELECT HTMLDB_ITEM.POPUP_FROM_QUERY (1,deptno,'SELECT dname, deptno FROM dept') dt 
FROM emp

POPUPKEY_FROM_LOV ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、共有 LOV からポップアップ・キー選択リストを生成します。
HTMLDB_ITEMパッケージの他の使用可能なファンクションと同様に、
POPUPKEY_FROM_LOVは、F01から F50のフォームの配列要素でフォームを生成するよう
に設計されています。

構文構文構文構文

HTMLDB_ITEM.POPUPKEY_FROM_LOV(
    p_idx              IN    NUMBER,
    p_value            IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_lov_name         IN    VARCHAR2,
    p_width            IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_max_length       IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_form_index       IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_escape_html      IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_max_elements     IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_attributes       IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_ok_to_query      IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    RETURN VARCHAR2;

ポップアップに関連付けられたテキスト・フィールドは LOV 問合せの 1 列目に表示されま
すが、実際の値は問合せの 2 列目で指定されます。

p_ok_to_query 値の範囲は YESおよび NOです。YESの場合、ポップアップは

LOV に 初の行セットを戻します。NOの場合、行を戻すために

検索が開始されます。

p_item_id フォーム要素の ID 属性。

p_item_label アイテムに対して作成された非表示のラベル。

表表表表 13-29 POPUP_FROM_QUERY パラメータパラメータパラメータパラメータ（続き）（続き）（続き）（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-30 に、POPUPKEY_FROM_LOVファンクションで使用可能なパラメータを示します。

表表表表 13-30 POPUPKEY_FROM_LOV パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_idx フォーム要素名を示します。たとえば、1は F01、2は F02です。通

常、p_idxは指定した列の定数です。

POPUPKEY_FROM_QUERYの動作のため、次の索引の値は p_idx + 1
である必要があります。次に例を示します。

SELECT HTMLDB_ITEM.POPUPKEY_FROM_LOV (1,deptno,'DEPT') dt,
HTMLDB_ITEM.HIDDEN(3,empno) eno

p_value 現行の値を示します。この値は、P_LOV_NAMEパラメータのいずれか

の値である必要があります。

p_lov_name このポップアップで使用される名前付き LOV を示します。

p_width テキスト・ボックスの幅。

p_max_length テキスト・ボックスに入力可能な 大文字数。

p_form_index アイテムが含まれるページの HTML フォーム。デフォルトは 0 です

が、ほとんど使用しません。

このパラメータは、ページ・テンプレートにカスタム・フォーム（別
の Web サイトにポストする検索フィールドなど）を埋め込む必要があ

る場合にのみ使用します。このフォームが #FORM_OPEN#置換文字列

の前にある場合、この索引は 0（ゼロ）で、Oracle HTML DB によって

自動的にオープンされるフォームはフォーム 1 として参照される必要

があります。この機能では、フォーム要素に値を戻すポップアップ
LOV で使用される JavaScript がサポートされています。

p_escape_html 同等のものにエスケープする必要がある特殊文字の置換文字。

� <に対する &lt;

� >に対する &gt;

� &に対する &amp;

このパラメータは、問合せが無効な HTML を戻すことがわかっている

場合に有効です。

p_max_elements 問合せで戻せる行数の制限。ユーザー検索によるパフォーマンスの影
響を制限します。このパラメータに値を入力すると、ユーザーがより
限定された結果セットを検索するように強制します。

p_attributes フォーム・アイテムで使用する追加の HTML 属性。
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例例例例

次の例に、共有 LOV からポップアップ・キー選択リストを生成する方法を示します。

SELECT HTMLDB_ITEM.POPUPKEY_FROM_LOV (1,deptno,'DEPT') dt 
FROM emp

POPUPKEY_FROM_QUERY ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、SQL 問合せからポップアップ・キー選択リストを生成します。
HTMLDB_ITEMパッケージの他の使用可能なファンクションと同様に、
POPUPKEY_FROM_QUERYは、F01から F50のフォームの配列要素でフォームを生成するよ
うに設計されています。

構文構文構文構文

HTMLDB_ITEM.POPUPKEY_FROM_QUERY(
    p_idx              IN    NUMBER,
    p_value            IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_lov_query        IN    VARCHAR2,
    p_width            IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_max_length       IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_form_index       IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_escape_html      IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_max_elements     IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_attributes       IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_ok_to_query      IN    VARCHAR2 DEFAULT,
    p_item_id          IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_item_label       IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL)
    RETURN VARCHAR2;

p_ok_to_query 値の範囲は YESおよび NOです。YESの場合、ポップアップは LOV に

初の行セットを戻します。NOの場合、行を戻すために検索が開始さ

れます。

表表表表 13-30 POPUPKEY_FROM_LOV パラメータパラメータパラメータパラメータ（続き）（続き）（続き）（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 13-31 に、POPUPKEY_FROM_QUERYファンクションで使用可能なパラメータを示します。

表表表表 13-31 POPUPKEY_FROM_QUERY パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_idx フォーム要素名。たとえば、1は F01、2は F02です。通常、p_idx
は指定した列の定数です。

POPUPKEY_FROM_QUERYの動作のため、次の索引の値は p_idx + 1
である必要があります。次に例を示します。

SELECT HTMLDB_ITEM.POPUPKEY_FROM_QUERY (1,deptno,'SELECT 
dname, deptno FROM dept') dt,
HTMLDB_ITEM.HIDDEN(3,empno) eno

p_value フォーム要素の現行の値。この値は、P_LOV_QUERYパラメータのいず

れかの値である必要があります。

p_lov_query このポップアップで使用される LOV 問合せ。

p_width テキスト・ボックスの幅。

p_max_length テキスト・ボックスに入力可能な 大文字数。

p_form_index アイテムが含まれるページの HTML フォーム。デフォルトは 0 です

が、ほとんど使用しません。

このパラメータは、ページ・テンプレートにカスタム・フォーム（別の
Web サイトにポストする検索フィールドなど）を埋め込む必要がある

場合にのみ使用します。このフォームが #FORM_OPEN#置換文字列の

前にある場合、この索引は 0（ゼロ）で、Oracle HTML DB によって自

動的にオープンされるフォームはフォーム 1 として参照される必要があ

ります。この機能では、フォーム要素に値を戻すポップアップ LOV で

使用される JavaScript がサポートされています。

p_escape_html 同等のものにエスケープする必要がある特殊文字の置換文字。

� <に対する &lt;

� >に対する &gt;

� &に対する &amp;

このパラメータは、問合せが無効な HTML を戻すことがわかっている

場合に有効です。

p_max_elements 問合せで戻せる行数の制限。ユーザー検索によるパフォーマンスの影響
を制限します。このパラメータに値を入力すると、ユーザーがより限定
された結果セットを検索するように強制します。

p_attributes フォーム・アイテムで使用する追加の HTML 属性。
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例例例例

次の例に、SQL 問合せからポップアップ選択リストを生成する方法を示します。

SELECT HTMLDB_ITEM.POPUPKEY_FROM_QUERY (1,deptno,'SELECT dname, deptno FROM dept') 
dt 
FROM emp

HTMLDB_APPLICATION
HTMLDB_APPLICATIONは、Oracle HTML DB レンダリング・エンジンを実装する PL/SQL
パッケージです。このパッケージを使用すると、多くのグローバル変数を利用できます。表
13-32 に、HTMLDB_APPLICATIONで使用可能なグローバル変数を示します。

この項の内容は次のとおりです。

� 配列の参照

� 送信時プロセス内の値の参照

� 配列の単一値への変換

p_ok_to_query 値の範囲は YESおよび NOです。YESの場合、ポップアップは LOV に

初の行セットを戻します。NOの場合、行を戻すために検索が開始さ

れます。

p_item_id フォーム要素の ID 属性。

p_item_label アイテムに対して作成された非表示のラベル。

表表表表 13-32 HTMLDB_APPLICATION で使用可能なグローバル変数で使用可能なグローバル変数で使用可能なグローバル変数で使用可能なグローバル変数

グローバル変数グローバル変数グローバル変数グローバル変数 説明説明説明説明

G_USER 現在ログインしているユーザーを指定します。

G_FLOW_ID 現在実行されているアプリケーションの ID を指定します。

G_FLOW_STEP_ID 現在実行されているページの ID を指定します。

G_FLOW_OWNER 現在実行されているアプリケーションの解析対象のスキーマを指
定します。

表表表表 13-31 POPUPKEY_FROM_QUERY パラメータパラメータパラメータパラメータ（続き）（続き）（続き）（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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配列の参照配列の参照配列の参照配列の参照
通常、アイテムは、テキスト・フィールド、選択リスト、チェック・ボックスなどの HTML
フォーム要素です。ウィザードを使用して新しいフォーム・アイテムを作成する場合、ウィ
ザードは標準のネーミング形式を使用します。ネーミング形式ではハンドルが提供されるた
め、後でアイテムの値を取得できます。

独自のアイテムを作成する必要がある場合、ページを送信した後に
HTMLDB_APPLICATION.G_F01から HTMLDB_APPLICATION.G_F50配列を参照してそれ
らにアクセスできます。F01、F02、F03などの形式を使用して入力パラメータを入力する
ことによって、独自の HTML フォーム・フィールドを作成できます。 大 50 個の入力パラ
メータ（F01から F50まで）を作成できます。次に例を示します。

<INPUT TYPE="text" NAME="F01" SIZE="32" MAXLENGTH="32" VALUE="some value">
 
<TEXTAREA NAME="F02" ROWS=4 COLS=90 WRAP="VIRTUAL">this is the example of a text 
area.</TEXTAREA>
 
<SELECT NAME="F03" SIZE="1">
<OPTION VALUE="abc">abc
<OPTION VALUE="123">123
</SELECT> 

F01から F50の入力アイテムは PL/SQL 配列として宣言されるため、複数のアイテムに同
じ値を指定できます。次に例を示します。

<INPUT TYPE="text" NAME="F01" SIZE="32" MAXLENGTH="32" VALUE="array element 1">
<INPUT TYPE="text" NAME="F01" SIZE="32" MAXLENGTH="32" VALUE="array element 2">
<INPUT TYPE="text" NAME="F01" SIZE="32" MAXLENGTH="32" VALUE="array element 3">

次の PL/SQL は、前述の例と同一の HTML を作成することに注意してください。

FOR i IN 1..3 LOOP
HTMLDB_ITEM.TEXT(P_IDX        => 1,
 p_value      =>'array element '||i ,
 p_size       =>32,
 p_maxlength  =>32);
END LOOP;

送信時プロセス内の値の参照送信時プロセス内の値の参照送信時プロセス内の値の参照送信時プロセス内の値の参照
PL/SQL 変数 HTMLDB_APPLICATION.G_F01から HTMLDB_APPLICATION.G_F50を使用し
て、HTML フォームによってポストされた値を参照できます。この要素は配列のため、値を
直接参照できます。次に例を示します。

FOR i IN HTMLDB_APPLICATION.G_F01.COUNT LOOP
    htp.p('element '||I||' has a value of '||HTMLDB_APPLICATION.G_F01(i));
END LOOP;
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配列の単一値への変換配列の単一値への変換配列の単一値への変換配列の単一値への変換
Oracle HTML DB パブリック・ユーティリティの機能を使用して、配列を単一値に変換する
こともできます。次に例を示します。

htp.p(HTMLDB_UTIL.TABLE_TO_STRING(HTMLDB_APPLICATION.G_F01));

このファンクションを使用すると、データに対して操作を実行するアプリケーション・プロ
セスで、G_F01から G_F50の値を参照できます。次に、表に値を挿入するプロセスの例を
示します。

FOR i IN 1..HTMLDB_APPLICATION.G_F01.COUNT LOOP
    INSERT INTO my_table (my_column) VALUES HTMLDB_APPLICATION.G_F01(i);
END LOOP;

HTMLDB_CUSTOM_AUTH
HTMLDB_CUSTOM_AUTHを使用すると、認証およびセッション管理に関連する様々な操作を
実行できます。

この項の内容は次のとおりです。

� APPLICATION_PAGE_ITEM_EXISTS ファンクション

� CURRENT_PAGE_IS_PUBLIC ファンクション

� DEFINE_USER_SESSION プロシージャ

� GET_NEXT_SESSION_ID ファンクション

� GET_SECURITY_GROUP_ID ファンクション

� GET_SESSION_ID ファンクション

� GET_USER ファンクション

� SESSION_ID_EXISTS ファンクション

� SET_USER プロシージャ

� SET_SESSION_ID プロシージャ

� SET_SESSION_ID_TO_NEXT_VALUE プロシージャ
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APPLICATION_PAGE_ITEM_EXISTS ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、アプリケーション内のページ・レベル・アイテムの存在を確認しま
す。このファンクションでは、パラメータ p_item_nameが必要です。このファンクション
はブール値（true または false）を戻します。

構文構文構文構文

FUNCTION APPLICATION_PAGE_ITEM_EXISTS(
    p_item_name   IN    VARCHAR2)
RETURN BOOLEAN;

CURRENT_PAGE_IS_PUBLIC ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、カレント・ページの認証属性がパブリック・ページパブリック・ページパブリック・ページパブリック・ページに設定されてい
るかどうかを確認し、ブール値（true または false）を戻します。

構文構文構文構文

FUNCTION CURRENT_PAGE_IS_PUBLIC 
RETURN BOOLEAN;

DEFINE_USER_SESSION プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、SET_USERおよび SET_SESSION_IDファンクションを組み合せて、
1 回のコールに結合します。

構文構文構文構文

PROCEDURE DEFINE_USER_SESSION(
    p_user         IN    VARCHAR2)
    p_session_id   IN    NUMBER);

GET_NEXT_SESSION_ID ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、Oracle HTML DB シーケンス・ジェネレータから次のセッション
ID を生成します。このファンクションは数値を戻します。

構文構文構文構文

FUNCTION GET_NEXT_SESSION_ID 
RETURN NUMBER;

参照参照参照参照 : このページ属性の設定の詳細は、7-52 ページの「ページ属性の編
集」および 7-55 ページの「セキュリティ」を参照してください。
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GET_SECURITY_GROUP_ID ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、現行ユーザーの作業領域を示すセキュリティ・グループ ID の数値
を戻します。

構文構文構文構文

FUNCTION GET_SECURITY_GROUP_ID 
RETURN NUMBER;

GET_SESSION_ID ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、HTMLDB_APPLICATION.G_INSTANCEグローバル変数を戻します。
GET_SESSION_IDは数値を戻します。

構文構文構文構文

PROCEDURE GET_SESSION_ID 
RETURN NUMBER;

GET_USER ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションは、HTMLDB_APPLICATION.G_USERグローバル変数（VARCHAR2）を
戻します。

構文構文構文構文

FUNCTION GET_USER 
RETURN VARCHAR2;

SESSION_ID_EXISTS ファンクションファンクションファンクションファンクション
このファンクションによって、HTMLDB_APPLICATION.G_INSTANCEが設定されているかど
うかが判別されます。SESSION_ID_EXISTSはブール値（true または false）を戻します。

構文構文構文構文

FUNCTION SESSION_ID_EXISTS 
RETURN BOOLEAN;
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SET_USER プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、HTMLDB_APPLICATION.G_USERグローバル変数を設定します。
SET_USERには、ユーザー ID を定義するパラメータ P_USER（VARCHAR2）が必要です。

構文構文構文構文

PROCEDURE SET_USER(
    p_user   IN    VARCHAR2)

SET_SESSION_ID プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、HTMLDB_APPLICATION.G_INSTANCEグローバル変数を設定します。
SET_SESSION_IDは数値を戻します。このプロシージャには、セッション ID を指定するパ
ラメータ P_SESSION_ID（NUMBER）が必要です。

構文構文構文構文

PROCEDURE SET_SESSION_ID( 
    p_session_id    IN    NUMBER)

SET_SESSION_ID_TO_NEXT_VALUE プロシージャプロシージャプロシージャプロシージャ
このプロシージャは、GET_NEXT_SESSION_IDおよび SET_SESSION_IDの操作を 1 回の
コールに結合します。

構文構文構文構文

PROCEDURE SETsN_ID_TO_NEXT_VALUE;
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第第第第 III 部部部部

管理管理管理管理

第 III 部では、Oracle HTML DB 管理者が実行するすべてのタスクについて説明します。
Oracle HTML DB 管理者は、Oracle HTML DB 管理サービス・アプリケーションを介して、
Oracle HTML DB 開発環境インスタンス全体を管理します。Oracle HTML DB 管理者の共通
のタスクには、作業領域の作成と管理、アプリケーションの変換、アクティビティ、ログ・
ファイルおよびセッションの管理が含まれます。

第 III 部に含まれる章は、次のとおりです。

� 第 14 章「作業領域の管理」

� 第 15 章「サービスの管理」

� 第 16 章「グローバリゼーションの管理」





作業
14

作業領域の管理作業領域の管理作業領域の管理作業領域の管理

この章では、作業領域の管理時に Oracle HTML DB 管理者が実行するタスクについて説明し
ます。

この章の内容は次のとおりです。

� Oracle HTML DB 管理者の概要

� 作業領域のレポートの表示

� 作業領域の作成

� 作業領域のユーザーの管理

� 作業領域と関連付けられたスキーマの管理

� 作業領域の削除

� 作業領域のエクスポートおよびインポート
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Oracle HTML DB 管理者の概要
Oracle HTML DB 管理者の概要管理者の概要管理者の概要管理者の概要
Oracle HTML DB 開発環境では、ユーザーは作業領域という作業用の共有領域にログインし
ます。ユーザーは、次の 3 つの主なロールに分類されます。

� 開発者

� 作業領域管理者

� Oracle HTML DB 管理者

開発者は、アプリケーションを作成および編集できます。作業領域管理者は、ユーザー・ア
カウントの管理、作業領域アクティビティの監視、ログ・ファイルの表示など、作業領域固
有の管理タスクを実行します。Oracle HTML DB 管理者は、Oracle HTML DB 開発環境イン
スタンス全体を管理します。Oracle HTML DB 管理者は、Oracle HTML DB 管理サービス・
アプリケーションにログインして、これらのタスクを実行します。Oracle HTML DB 管理
サービス・アプリケーションは、次の場所にあります。

http://server:port/pls/Database Authentication Descriptor/htmldb_admin

作業領域のレポートの表示作業領域のレポートの表示作業領域のレポートの表示作業領域のレポートの表示
Oracle HTML DB 管理者は、作業領域使用率のレポートを参照して、特定の作業領域の詳細
を確認できます。

作業領域のレポートを表示するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB の「管理サービス」にログインします。

2. 「作業領域を管理」で、「作業領域属性をレポート作業領域属性をレポート作業領域属性をレポート作業領域属性をレポート」を選択します。

3. 「作業領域」リストから作業領域を選択し、「実行実行実行実行」をクリックします。

作業領域使用率のレポートが表示されます。表 14-1 に、作業領域使用率のレポートの
様々なセクションを示します。

表表表表 14-1 作業領域使用率のレポート作業領域使用率のレポート作業領域使用率のレポート作業領域使用率のレポート

レポートレポートレポートレポート 説明説明説明説明

作業領域情報 管理者が作業領域情報を編集できます。

作業領域スキーマとデフォルトの
表領域

管理者が作業領域とスキーマのマッピングを管理できます。

参照参照参照参照 : 14-8 ページの「作業領域と関連付けられたスキーマ

の管理」を参照してください。

表領域の領域を使用する作業領域
スキーマ

表領域使用率の詳細を示したレポートが表示されます。
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作業領域の作成作業領域の作成作業領域の作成作業領域の作成
ユーザーは、Oracle HTML DB にログインする際に、作業領域という作業用の共有領域にロ
グインします。各作業領域は、Oracle HTML DB 開発環境内の領域で、複数の開発者がアプ
リケーションを作成できます。各作業領域には、一意の ID と名前があります。作業領域を
変更する場合、作業領域管理者は、Oracle HTML DB 管理者に対して変更リクエストを送信
します。Oracle HTML DB 管理者のみが新しい作業領域を作成できます。

この項の内容は次のとおりです。

� 割当てモードの指定

� サービス・リクエストおよび変更リクエストの管理

� リクエストなしの作業領域の作成

アプリケーション 現行の作業領域のすべてのアプリケーションを一覧表示し
たレポートが表示されます。

アプリケーション開発者 現行の作業領域のすべてのアプリケーション開発者を一覧
表示したレポートが表示されます。

Cookie ユーザー 管理者がユーザー・アカウントを管理できます。

参照参照参照参照 : 14-7 ページの「作業領域のユーザーの管理」を参照

してください。

作業領域で使用するオブジェクト 現行の作業領域で使用されているオブジェクトを一覧表示
したレポートが表示されます。

サービス変更リクエスト 管理者が、現行の作業領域に対する変更リクエストを管理
したり、Oracle HTML DB 開発インスタンスのすべての変

更リクエストのレポートを参照することができます。

参照参照参照参照 : 14-4 ページの「サービス・リクエストおよび変更リ

クエストの管理」を参照してください。

開発者アクティビティ 開発者アクティビティの詳細を日付ごとに示したレポート
が表示されます。

参照参照参照参照 : 11-8 ページの「開発サービスの管理」を参照してください。

表表表表 14-1 作業領域使用率のレポート作業領域使用率のレポート作業領域使用率のレポート作業領域使用率のレポート（続き）（続き）（続き）（続き）

レポートレポートレポートレポート 説明説明説明説明
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割当てモードの指定割当てモードの指定割当てモードの指定割当てモードの指定
Oracle HTML DB 管理者は、Oracle HTML DB 開発環境で作業領域を作成する（割り当て
る）方法を決定します。

手動手動手動手動割当てモードでは、Oracle HTML DB 管理者が新しい作業領域を作成し、作業領域管理
者にログイン情報を通知します。リクエストリクエストリクエストリクエスト割当てモードでは、ユーザーが自動化されたプ
ロセスを使用して、作業領域を直接リクエストします。このモードでは、ユーザーは、ログ
イン・ページのリンクを使用してリクエスト・フォームにアクセスします。作業領域リクエ
ストが承認されると、適切なログイン情報が電子メールでユーザーに通知されます。

割当てモードを指定するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB の「管理サービス」にログインします。

2. 「HTML DB サービスを管理」で、「割当てのステータスを切替え割当てのステータスを切替え割当てのステータスを切替え割当てのステータスを切替え」を選択します。

3. 次のいずれかの項目を選択します。

� 手動手動手動手動

� リクエストリクエストリクエストリクエスト

4. 「変更を適用変更を適用変更を適用変更を適用」をクリックします。

サービス・リクエストおよび変更リクエストの管理サービス・リクエストおよび変更リクエストの管理サービス・リクエストおよび変更リクエストの管理サービス・リクエストおよび変更リクエストの管理
Oracle HTML DB 管理者は、作業領域管理者からの変更リクエストを承認することによっ
て、作業領域を変更（スキーマの追加やディスク領域制限の増加など）できます。

保留中のサービス・リクエストまたは変更リクエストの表示保留中のサービス・リクエストまたは変更リクエストの表示保留中のサービス・リクエストまたは変更リクエストの表示保留中のサービス・リクエストまたは変更リクエストの表示
「管理」ホームページの「通知」リストに、保留中のサービス・リクエストおよび変更リク
エストの概要を表示できます。

保留中のサービス・リクエストおよび変更リクエストを表示するには、次の手順を実行しま
す。

1. Oracle HTML DB の「管理サービス」にログインします。

注意注意注意注意 : ユーザーが作業領域をリクエストしたり、パスワードを変更する
には、Oracle HTML DB 管理者がエンジン設定を構成する必要がありま
す。詳細は、15-6 ページの「エンジン設定の管理」を参照してください。
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2. ページの右下に「通知」リストが表示されます（図 14-1 を参照）。

図図図図 14-1「通知」リスト「通知」リスト「通知」リスト「通知」リスト

「通知」リストには、サービス・リクエストおよび変更リクエストの合計数および保留
中のリクエスト数が表示されます。

3. 詳細を表示するには、該当するサービス・リクエストまたは変更リクエストの数値をク
リックします。

該当するリクエストのページが表示されます。

「作業領域管理」タブから保留中のリクエストを表示するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB の「管理サービス」にログインします。

2. 「作業領域管理作業領域管理作業領域管理作業領域管理」タブを選択します。

3. 次のいずれかの操作を実行して、作業領域を検索します。

� 特定の作業領域を検索するには、「検索」フィールドに作業領域の名前を入力し、
「実行実行実行実行」をクリックします。

� すべての作業領域を表示するには、「検索」フィールドを空のままにして「実行実行実行実行」
をクリックします。

4. 表示する作業領域名の左側の表示アイコンをクリックします。

作業領域使用率のレポートが表示されます。

5. 「使用可能なレポート」で、「サービス変更リクエストサービス変更リクエストサービス変更リクエストサービス変更リクエスト」をクリックします。

6. 特定のリクエストを選択するか、または「すべての変更リクエストを表示すべての変更リクエストを表示すべての変更リクエストを表示すべての変更リクエストを表示」ボタンをク
リックします。

サービス・リクエストまたは変更リクエストの承認サービス・リクエストまたは変更リクエストの承認サービス・リクエストまたは変更リクエストの承認サービス・リクエストまたは変更リクエストの承認
保留中のサービス・リクエストを承認するには、次の手順を実行します。

1. 「サービス変更リクエスト」ページにナビゲートします（14-4 ページの「保留中のサー
ビス・リクエストまたは変更リクエストの表示」を参照）。
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2. 「割当て割当て割当て割当て」をクリックします。

「割当ての管理」ページが表示されます。

3. 次のいずれかの操作を実行します。

� リクエストを承認するには、「承認承認承認承認」をクリックします。

� リクエストを拒否するには、「拒否拒否拒否拒否」をクリックします。

4. 画面に表示される手順に従います。

保留中の変更リクエストを承認するには、次の手順を実行します。

1. 「サービス変更リクエスト」ページにナビゲートします（14-4 ページの「保留中のサー
ビス・リクエストまたは変更リクエストの表示」を参照）。

2. 「リクエストを表示リクエストを表示リクエストを表示リクエストを表示」をクリックします。

「プロセス変更リクエスト」ページが表示されます。

3. 表示されたレポートを確認します。

4. 次のいずれかの操作を実行します。

� スキーマに対するリクエストを承認するには、「スキーマを作成スキーマを作成スキーマを作成スキーマを作成」をクリックしま
す。

� 追加のディスク領域に対するリクエストを承認するには、「領域を割当て領域を割当て領域を割当て領域を割当て」をク
リックします。

� サービスの終了に対するリクエストを承認するには、「サービスを終了サービスを終了サービスを終了サービスを終了」をクリッ
クします。

5. リクエストを拒否するには、「リクエストを拒否リクエストを拒否リクエストを拒否リクエストを拒否」をクリックします。

6. 画面に表示される手順に従います。

リクエストなしの作業領域の作成リクエストなしの作業領域の作成リクエストなしの作業領域の作成リクエストなしの作業領域の作成
管理者は、作業領域を割当てウィザードを実行して、作業領域を手動で作成できます。この
ウィザードには、Oracle HTML DB の「管理サービス」ホームページまたは「作業領域管
理」タブからアクセスできます。

作業領域を手動で作成するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB の「管理サービス」にログインします。

2. 「作業領域を管理」で、「新しい作業領域を作成新しい作業領域を作成新しい作業領域を作成新しい作業領域を作成」を選択します。

作業領域を割当てウィザードが表示されます。
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3. 作業領域の名前、ID および説明を指定して、「次へ次へ次へ次へ」をクリックします。

4. スキーマを選択するか、または新しいスキーマの名前を入力して、パスワードおよび初
期ディスク領域割当て制限を指定します。

5. 「次へ次へ次へ次へ」をクリックします。

6. ユーザー名、パスワードおよび電子メール・アドレスを入力して作業領域管理者を指定
し、「次へ次へ次へ次へ」をクリックします。

7. 選択内容を確認して、「割当て割当て割当て割当て」をクリックします。

作業領域のユーザーの管理作業領域のユーザーの管理作業領域のユーザーの管理作業領域のユーザーの管理
Oracle HTML DB 管理者は、「アプリケーション開発者とユーザーを管理」ページで、
Oracle HTML DB インスタンスのすべてのユーザー・アカウントを管理できます。ユー
ザー・アカウントは、特に作業領域で内部「Cookie ユーザー」認証を使用している場合に
有効です。

新しいユーザー・アカウントを作成するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB の「管理サービス」にログインします。

2. 「作業領域を管理」で、「アプリケーション開発者を管理アプリケーション開発者を管理アプリケーション開発者を管理アプリケーション開発者を管理」を選択します。

「アプリケーション開発者とユーザーを管理」ページが表示されます。

3. 「作成作成作成作成」をクリックします。

4. 「ユーザー属性」で、適切な情報を入力します。赤いアスタリスク（*）が付いたフィー
ルドは必須です。

5. 「パスワード」で、このアカウントのパスワードを大 / 小文字を区別して入力します。

6. 「開発者権限」で、開発者の権限を指定します。

管理者権限を持つ開発者は、「管理サービス」ページ、および 11-1 ページの「開発作業
領域の管理」で説明するすべての機能を使用できます。

7. 「作成作成作成作成」または「作成後、別のものを作成作成後、別のものを作成作成後、別のものを作成作成後、別のものを作成」をクリックします。

参照参照参照参照 :

� 11-1 ページの「開発作業領域の管理」を参照してください。

� 内部 Cookie ユーザー（または HTML DB アカウント資格証明）認証を
実装する方法の詳細は、10-14 ページの「HTML DB アカウント資格
証明」を参照してください。
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作業領域と関連付けられたスキーマの管理
既存のユーザー・アカウントを編集するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB の「管理サービス」にログインします。

2. 「作業領域を管理」で、「アプリケーション開発者を管理アプリケーション開発者を管理アプリケーション開発者を管理アプリケーション開発者を管理」を選択します。

「アプリケーション開発者とユーザーを管理」ページが表示されます。

3. 次のいずれかの操作を実行して、ユーザーを検索します。

� 特定のユーザーを検索するには、「検索」フィールドにユーザー名を入力し、「実実実実
行行行行」をクリックします。

� すべてのユーザーを表示するには、「検索」フィールドを空のままにして「実行実行実行実行」
をクリックします。

4. 該当するユーザー名の横にある「編集」アイコンをクリックします。

5. 画面に表示される手順に従います。

作業領域と関連付けられたスキーマの管理作業領域と関連付けられたスキーマの管理作業領域と関連付けられたスキーマの管理作業領域と関連付けられたスキーマの管理
1 つの作業領域に複数のスキーマを関連付けることができます。作業領域をスキーマと関連
付けると、次の操作を実行できます。

� スキーマ内のデータベース・オブジェクトと相互作用するアプリケーションの構築

� スキーマ内での新しいデータベース・オブジェクトの作成

作業領域と関連付けられたスキーマを表示するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB の「管理サービス」にログインします。

2. 「作業領域を管理」で、「作業領域とスキーマの割当てを管理作業領域とスキーマの割当てを管理作業領域とスキーマの割当てを管理作業領域とスキーマの割当てを管理」を選択します。

「作業領域ごとに割り当てられたスキーマ」ページが表示されます。

3. 既存のスキーマの情報を表示するには、「編集」アイコンをクリックします。

4. 新しいスキーマの関連付けを作成するには、「作成作成作成作成」をクリックします。

5. 画面に表示される手順に従います。
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作業領域のエクスポートおよびインポート
作業領域の削除作業領域の削除作業領域の削除作業領域の削除
作業領域を削除しても、それに関連付けられたスキーマは削除されません。関連付けられた
スキーマを削除するには、データベース管理者（DBA）が、Oracle Enterprise Manager や
SQL*Plus などの標準のデータベース管理ツールを使用する必要があります。

作業領域を削除するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB の「管理サービス」にログインします。

2. 「作業領域を管理」で、「作業領域を削除作業領域を削除作業領域を削除作業領域を削除」を選択します。

3. 作業領域の名前を選択して、「次へ次へ次へ次へ」をクリックします。

4. 画面に表示される手順に従います。

作業領域のエクスポートおよびインポート作業領域のエクスポートおよびインポート作業領域のエクスポートおよびインポート作業領域のエクスポートおよびインポート
作業領域および関連付けられたすべてのユーザーを新しい Oracle HTML DB 開発インスタン
スに移動するには、作業領域をエクスポートする必要があります。作業領域のエクスポート
時に、Oracle HTML DB によってテキスト・ファイルが生成されます。このファイルには、
作業領域、作業領域のすべてのユーザーおよび作業領域のグループ（存在する場合）の情報
が含まれます。このファイルを使用して、作業領域を別の Oracle HTML DB インスタンスに
インポートできます。

この方法では、作業領域、ユーザーおよびグループのみがインポートされることに注意して
ください。このファイルには、次の情報は含まれません。

� 作業領域に関連付けられたスキーマ、またはそのスキーマ内のオブジェクト

� アプリケーション、イメージ、カスケード・スタイルシートおよび静的テキスト・ファ
イル

これらのすべてのアイテムは、個別にエクスポートする必要があります。

参照参照参照参照 :

� 『SQL*Plus ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』を参照してくだ
さい。
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作業領域のエクスポートおよびインポート
作業領域をエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB の「管理サービス」にログインします。

2. 「作業領域を管理」で、「作業領域をエクスポート作業領域をエクスポート作業領域をエクスポート作業領域をエクスポート」を選択します。

3. 作業領域の名前を選択して、「エクスポートエクスポートエクスポートエクスポート」をクリックします。

4. 選択した作業領域をエクスポートするには、「ファイルを保存ファイルを保存ファイルを保存ファイルを保存」をクリックします。

5. 画面に表示される手順に従います。

作業領域をインポートするには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB の「管理サービス」にログインします。

2. 「作業領域を管理」で、「作業領域をインポート作業領域をインポート作業領域をインポート作業領域をインポート」を選択します。

3. 作業領域の名前を選択して、「次へ次へ次へ次へ」をクリックします。

4. 作業領域をインストールするには、「インストールインストールインストールインストール」をクリックします。

5. 画面に表示される手順に従います。

参照参照参照参照 :

� 10-3 ページの「アプリケーションのエクスポートおよびインポート」
を参照してください。

� 10-4 ページの「データベース・オブジェクトの管理」を参照してくだ
さい。

� 10-8 ページの「CSS、イメージおよび静的ファイルのアップロード」
を参照してください。
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サー
15

サービスの管理サービスの管理サービスの管理サービスの管理

この章では、Oracle HTML DB サービスを管理する方法を説明します。Oracle HTML DB 管
理者は、HTML DB サービス管理アプリケーションを使用して、ログ・ファイルの管理、
セッション・ステートの消去、開発者アクティビティの監視、およびエンジン設定の管理を
実行できます。

この章の内容は次のとおりです。

� ログの管理

� セッション・ステートの管理

� アクティビティの監視

� エンジン設定の管理

参照参照参照参照 : 様々な管理者ロールの詳細は、14-2 ページの「Oracle HTML DB
管理者の概要」を参照してください。
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ログの管理
ログの管理ログの管理ログの管理ログの管理
Oracle HTML DB 管理者は、「ログとファイルを管理」ページで次のログ・ファイルを管理
できます。

� 開発者アクティビティ・ログ

� 外部クリック・カウント・ログ

� SQL Workshop ログ

� ページ・ビュー・アクティビティ・ログ

ログ・ファイルを管理するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB の「管理サービス」にログインします（14-2 ページの「Oracle HTML 
DB 管理者の概要」を参照）。

2. 「HTML DB サービスを管理」で、「ログを管理ログを管理ログを管理ログを管理」を選択します。

「ログを管理」ページが表示されます。

3. 次のいずれかの項目を選択します。

� エントリの削除オプションを指定して、開発者アクティビティ・ログを確認エントリの削除オプションを指定して、開発者アクティビティ・ログを確認エントリの削除オプションを指定して、開発者アクティビティ・ログを確認エントリの削除オプションを指定して、開発者アクティビティ・ログを確認

� 切捨てオプションを指定して、外部アクセス・カウント・ログを確認切捨てオプションを指定して、外部アクセス・カウント・ログを確認切捨てオプションを指定して、外部アクセス・カウント・ログを確認切捨てオプションを指定して、外部アクセス・カウント・ログを確認

� SQL Workshop ログを確認ログを確認ログを確認ログを確認

� 切捨てオプションを指定して、ページ・ビュー・アクティビティ・ログを確認切捨てオプションを指定して、ページ・ビュー・アクティビティ・ログを確認切捨てオプションを指定して、ページ・ビュー・アクティビティ・ログを確認切捨てオプションを指定して、ページ・ビュー・アクティビティ・ログを確認

開発者アクティビティ・ログ・エントリの削除開発者アクティビティ・ログ・エントリの削除開発者アクティビティ・ログ・エントリの削除開発者アクティビティ・ログ・エントリの削除
「エントリの削除オプションを指定して、開発者アクティビティ・ログを確認エントリの削除オプションを指定して、開発者アクティビティ・ログを確認エントリの削除オプションを指定して、開発者アクティビティ・ログを確認エントリの削除オプションを指定して、開発者アクティビティ・ログを確認」をクリック
すると、「開発者アクティビティ・ログ」にリンクします。

特定のログ・エントリを削除するには、次の手順を実行します。

1. 「管理管理管理管理」をクリックします。

2. 削除するエントリの経過時間を指定して、「エントリを削除エントリを削除エントリを削除エントリを削除」をクリックします。

クリック・カウント・ログ・エントリの削除クリック・カウント・ログ・エントリの削除クリック・カウント・ログ・エントリの削除クリック・カウント・ログ・エントリの削除
「切捨てオプションを指定して、外部アクセス・カウント・ログを確認切捨てオプションを指定して、外部アクセス・カウント・ログを確認切捨てオプションを指定して、外部アクセス・カウント・ログを確認切捨てオプションを指定して、外部アクセス・カウント・ログを確認」をクリックすると、
「クリック・カウント・ログ」にリンクします。

特定のログ・エントリを削除するには、次の手順を実行します。

1. 「管理管理管理管理」をクリックします。

2. 削除するエントリの経過時間を指定して、「エントリを削除エントリを削除エントリを削除エントリを削除」をクリックします。
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ログの管理
SQL Workshop ログの削除ログの削除ログの削除ログの削除
「SQL Workshop ログを確認ログを確認ログを確認ログを確認」をクリックすると、SQL Workshop ログにリンクします。こ
れらのログには、SQL コマンド・プロセッサで 近実行されたコマンドおよびスクリプトの
履歴が記録されています。

ログ・ファイルのエントリの削除または切捨てを行うには、次の手順を実行します。

1. 次のいずれかの項目を選択します。

� スクリプト・ファイルの実行ログ・エントリ

� 制御ファイルの実行ログ・エントリ

� SQL コマンド・プロセッサの履歴エントリ

� SQL アーカイブ・エントリ

2. 経過時間ごとにエントリを削除するには、次の手順を実行します。

� 削除するエントリの経過時間を指定します。

� 「エントリを削除」をクリックします。

3. すべてのエントリを削除するには、「ログを切捨てログを切捨てログを切捨てログを切捨て」をクリックします。

ユーザー・アクティビティ・ログ・エントリの削除ユーザー・アクティビティ・ログ・エントリの削除ユーザー・アクティビティ・ログ・エントリの削除ユーザー・アクティビティ・ログ・エントリの削除
「切捨てオプションを指定して、ページ・ビュー・アクティビティ・ログを確認切捨てオプションを指定して、ページ・ビュー・アクティビティ・ログを確認切捨てオプションを指定して、ページ・ビュー・アクティビティ・ログを確認切捨てオプションを指定して、ページ・ビュー・アクティビティ・ログを確認」をクリッ
クすると、「アクティビティ・ログを管理」ページにリンクします。アクティビティ・ログ
は、アプリケーションに対するユーザー・アクティビティを追跡します。開発者は、「アプ
リケーション属性を編集」ページでアプリケーションのロギングを有効にできます。

HTML DB エンジンは、実際には 2 つのログを使用して、ユーザー・アクティビティを追跡
します。常にいずれかのログが、現行ログとして指定されます。HTML DB エンジンは、レ
ンダリングされたページ・ビューごとに、ログ・ファイルに 1 行を挿入します。「アクティ
ビティ・ログを管理」ページに表示された間隔で、ログ・スイッチが発生します。その際、
HTML DB エンジンは現行以外のログ内のすべてのエントリを削除して、そのログを現行ロ
グに指定します。

アクティビティ・ログを手動で切り捨てるには、次の手順を実行します。

1. 「ログを切捨てログを切捨てログを切捨てログを切捨て」をクリックします。

2. 「ログログログログ 1 を切捨てを切捨てを切捨てを切捨て」または「ログログログログ 2 を切捨てを切捨てを切捨てを切捨て」のいずれかをクリックします。

参照参照参照参照 : 5-13 ページの「SQL コマンドの履歴へのアクセス」を参照してく
ださい。

参照参照参照参照 : アプリケーションのロギングを有効にする方法の詳細は、7-30
ページの「アプリケーション定義」を参照してください。
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セッション・ステートの管理
セッション・ステートの管理セッション・ステートの管理セッション・ステートの管理セッション・ステートの管理
セッションは、ページ・ビュー間で永続性（またはステートフルな動作）を確立する論理的
な構成体です。各セッションには、一意の ID が割り当てられ、HTML DB エンジンは、こ
のセッション ID を使用して、各ページ・ビューの前後に、アプリケーションで作業中の
データ・セット（セッション・ステート）を格納および取得します。セッションは、管理者
によって削除されるまで、データベース内に存在します。

Oracle HTML DB 管理者は、「セッション・ステートの管理」ページで、セッション・ス
テートの統計を表示したり、セッション・ステートを消去することができます。

この項の内容は次のとおりです。

� 経過時間ごとのセッションの消去

� セッションの詳細を表示した後の消去

� セッションの統計を表示した後の消去

経過時間ごとのセッションの消去経過時間ごとのセッションの消去経過時間ごとのセッションの消去経過時間ごとのセッションの消去
管理者は、「セッションを消去」ページを使用して、経過時間ごとにセッションを消去でき
ます。

特定のセッションの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB の「管理サービス」にログインします。

2. 「サービス管理サービス管理サービス管理サービス管理」タブを選択します。

3. 「経過時間ごとに古いセッションを消去経過時間ごとに古いセッションを消去経過時間ごとに古いセッションを消去経過時間ごとに古いセッションを消去」を選択します。

4. 「セッションを消去」ページで、次の項目を指定します。

� 消去するセッションの 大数

� 消去するセッションの経過時間

5. 「セッションをカウントセッションをカウントセッションをカウントセッションをカウント」をクリックして、セッションの統計レポートを表示します。

6. 「セッションを消去セッションを消去セッションを消去セッションを消去」をクリックして、選択したセッションを消去します。

参照参照参照参照 : 6-13 ページの「セッション・ステートの管理の概要」を参照して
ください。
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アクティビティの監視
セッションの詳細を表示した後の消去セッションの詳細を表示した後の消去セッションの詳細を表示した後の消去セッションの詳細を表示した後の消去
管理者は、「 近のセッション」ページを使用して、 近のセッションのリストを表示し、
セッションの詳細にドリルダウンしてから、セッションを消去できます。

経過時間ごとにセッションを消去するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB の「管理サービス」にログインします。

2. 「サービス管理サービス管理サービス管理サービス管理」タブを選択します。

3. 「 近のセッションをレポート（ドリルダウンで詳細を表示）近のセッションをレポート（ドリルダウンで詳細を表示）近のセッションをレポート（ドリルダウンで詳細を表示）近のセッションをレポート（ドリルダウンで詳細を表示）」を選択します。

4. 「 近のセッション」ページでは、次の操作を実行できます。

� セッション ID をクリックして、詳細を表示します。

� 「セッションを消去」をクリックして、表示されたセッションを削除します。

セッションの統計を表示した後の消去セッションの統計を表示した後の消去セッションの統計を表示した後の消去セッションの統計を表示した後の消去
管理者は、「セッション・ステートの統計」ページを使用して、現行のセッションの統計を
表示してから、そのセッションを消去できます。

セッション・ステートの統計を表示するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB の「管理サービス」にログインします。

2. 「サービス管理サービス管理サービス管理サービス管理」タブを選択します。

3. 「セッション・カウントをレポートセッション・カウントをレポートセッション・カウントをレポートセッション・カウントをレポート」を選択します。

4. 「セッションを消去セッションを消去セッションを消去セッションを消去」をクリックして、現行のセッションを削除します。

アクティビティの監視アクティビティの監視アクティビティの監視アクティビティの監視
Oracle HTML DB 管理者は、「監視」ページで多くのチャートおよびレポートにアクセスし
て、ユーザー・アクティビティを監視できます。

ユーザー・アクティビティを監視するには、次の手順を実行します。

1. Oracle HTML DB の「管理サービス」にログインします。

2. 「監視監視監視監視」タブを選択します。

「監視」ページが表示されます。

3. 確認するチャートまたはレポートを選択します。
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エンジン設定の管理
エンジン設定の管理エンジン設定の管理エンジン設定の管理エンジン設定の管理
HTML DB エンジン設定は、Oracle HTML DB 管理者によって定義された名前付き置換値の
組合せです。エンジン設定は、割当てモードを決定したり、電子メールを送信するように
HTML DB エンジンを構成するために、HTML DB エンジンによって内部的に使用されます。

SERVICE_REQUEST_FLOWによって、Oracle HTML DB が手動割当てモードかリクエスト割
当てモードかが決定されます。リクエスト割当てモードでは、ユーザーは、ログイン・ペー
ジのリンクを使用して作業領域をリクエストできます。

管理者は、Oracle HTML DB の「管理サービス」にログインして「割当てモードを切替え」
を選択することで、このエンジン設定を作成または削除できます。このリンクをクリックし
て「リクエストリクエストリクエストリクエスト」を選択すると、4700 という値を持つ設定項目 SERVICE_REQUEST_FLOW
が作成されます。「手動手動手動手動」を選択すると、このエンジン設定が削除されます。

リクエスト割当てモードを有効にするか、またはユーザーがログイン・ページのリンクを使
用してパスワードを再設定できるようにする場合は、電子メールを送信するように Oracle 
HTML DB を構成する必要があります。Oracle HTML DB による電子メールの送信を可能に
するには、次のエンジン設定を構成する必要があります。

� DEVELOPMENT_SERVICE_URL: リクエスト割当てモードで実行している場合は、リクエ
ストが承認されると、この設定の値が電子メールで使用されます。この設定は、サービ
スの URL を定義します。この設定項目を設定しない場合、URL は環境から導出されま
す。

� SMTP_HOST_ADDRESS: SMTP サーバーのサーバー・アドレスを定義します。この値は
インストール時に localhostに設定されます。SMTP リレーに別のサーバーを使用し
ている場合は、localhostをそのサーバーのアドレスに変更します。

� SMTP_HOST_PORT: SMTP サーバーがメール・リクエストのリスニングを行うポートを
定義します。デフォルトでは、この値はインストール時に 25 に設定されます。

� SMTP_FROM: 管理タスク（割当てリクエストの承認、パスワードの再設定など）によっ
て電子メールが生成される際の送信元アドレスを定義します。
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グローバリゼーションの管理グローバリゼーションの管理グローバリゼーションの管理グローバリゼーションの管理

この章では、Oracle HTML DB で作成されたアプリケーションを言語変換する方法を説明し
ます。

この章の内容は次のとおりです。

� アプリケーションの言語変換およびグローバリゼーション・サポート

� アプリケーションのプライマリ言語の指定

� 言語変換処理の理解

� PL/SQL プロシージャで使用するメッセージの言語変換

� LOV をサポートするデータの言語変換

� Oracle HTML DB のグローバリゼーション・コード
ンの管理 16-1



アプリケーションの言語変換およびグローバリゼーション・サポート
アプリケーションの言語変換およびグローバリゼーション・サアプリケーションの言語変換およびグローバリゼーション・サアプリケーションの言語変換およびグローバリゼーション・サアプリケーションの言語変換およびグローバリゼーション・サ
ポートポートポートポート

Oracle HTML DB では、同時に複数の言語で実行可能なアプリケーションを開発できます。
単一の Oracle データベース・インスタンスと Oracle HTML DB で、異なる言語で実行する
ようにカスタマイズされた複数のデータベース・セッションをサポートできます。

通常、Oracle HTML DB アプリケーションを言語変換するには、次の手順を実行します。

� プライマリ・アプリケーション ID とターゲット・アプリケーション ID のマップ

� 言語変換ファイルへのテキストのシードおよびエクスポート

� ファイル内のテキストの言語変換

� 言語変換済ファイルの適用および公開

言語の指定言語の指定言語の指定言語の指定
アプリケーションの作成後、「アプリケーション属性を編集」ページで言語設定項目を指定
します。「グローバリゼーション」で、アプリケーションのプライマリ言語を選択し、
HTML DB エンジンがアプリケーション言語を判別する方法を選択します。アプリケーショ
ン言語が、ユーザーのブラウザ、アプリケーションまたはアイテムの設定項目に基づくよう
に指定できます。

言語変換済アプリケーションのレンダリング方法言語変換済アプリケーションのレンダリング方法言語変換済アプリケーションのレンダリング方法言語変換済アプリケーションのレンダリング方法
Oracle HTML DB がアプリケーション言語を判別すると、HTML DB エンジンが特定のペー
ジ・リクエスト用のデータベース言語を変更します。次に、適切な言語に変換されたアプリ
ケーションを検索します。HTML DB エンジンがその言語のアプリケーションを検出した場
合、その定義を使用してアプリケーションがレンダリングされます。その言語のアプリケー
ションを検出しない場合は、アプリケーションのベース（またはプライマリ）言語でレンダ
リングされます。

アプリケーション内で表示されるテキストの言語はその場では変換されないことに注意して
ください。Oracle HTML DB は、ベース言語または代替言語のアプリケーション定義のいず
れかからページ属性を動的に収集します。

参照参照参照参照 : 16-6 ページの「言語変換処理の理解」を参照してください。

参照参照参照参照 : 16-4 ページの「アプリケーションのプライマリ言語の指定」を参
照してください。

参照参照参照参照 : 16-3 ページの「テキスト文字列の動的言語変換」および 16-14
ページの「LOV をサポートするデータの言語変換」を参照してください。
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アプリケーションの言語変換およびグローバリゼーション・サポート
言語変換可能なコンポーネント言語変換可能なコンポーネント言語変換可能なコンポーネント言語変換可能なコンポーネント
Oracle HTML DB でアプリケーションを作成する際、フィールド・ラベル、リージョン・
ヘッダー、ページ・ヘッダー・テキストなどの、多くの宣言属性を定義します。この章で説
明する手順を実行すると、アプリケーション内のすべてのアプリケーション定義属性を言語
変換可能にできます。

メッセージメッセージメッセージメッセージ
アプリケーションに PL/SQL リージョンまたは PL/SQL プロセスが含まれている場合、生
成されたすべての HTML またはテキストの言語変換が必要になる場合があります。Oracle 
HTML DB では、この種類の生成された HTML およびテキストを「メッセージ」と呼びま
す。すべてのメッセージの定義および言語変換は、「言語変換可能なメッセージ」ページで
実行できます。HTMLDB_LANG.MESSAGE API を使用すると、PL/SQL ストアド・プロシー
ジャ、ストアド・ファンクション、トリガー、パッケージ・プロシージャおよびパッケー
ジ・ファンクション内のテキスト文字列の言語を変換できます。

テキスト文字列の動的言語変換テキスト文字列の動的言語変換テキスト文字列の動的言語変換テキスト文字列の動的言語変換
動的言語変換は、実行時に言語変換が必要なデータベース・データに使用されます。たとえ
ば、動的言語変換を使用して、データベース問合せに基づいて LOV を言語変換できます。
動的言語変換は、「言語変換前の」文字列、言語コードおよび「言語変換後の」文字列で構
成されます。HTMLDB_LANG.LANG API を使用して、プログラム的に動的言語変換を実行す
ることもできます。

テンプレートの言語変換テンプレートの言語変換テンプレートの言語変換テンプレートの言語変換
デフォルトでは、Oracle HTML DB 内のテンプレートは言語変換可能ではないため、生成さ
れた言語変換ファイルに含まれません。通常、テンプレートには言語変換可能なテキストを
含めません。ただし、テンプレートを言語変換可能にする必要がある場合は、「ページ・テ
ンプレートを編集」ページで「言語変換可能」チェック・ボックスをチェックします。

テンプレートを言語変換可能に指定するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「テンプレートテンプレートテンプレートテンプレート」タブを選択します。

3. 編集するテンプレートを検索して、「編集」アイコンをクリックします。

4. 「テンプレートの指定」で、「言語変換可能言語変換可能言語変換可能言語変換可能」を選択します。

参照参照参照参照 : 16-12 ページの「PL/SQL プロシージャで使用するメッセージの言
語変換」を参照してください。

参照参照参照参照 : 16-14 ページの「LOV をサポートするデータの言語変換」を参照
してください。
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アプリケーションのプライマリ言語の指定
アプリケーション・レベルで言語変換可能なテキストを含める 1 つの方法は、静的置換文字
列を使用して言語変換可能なテキストを定義することです。アプリケーション・レベルの属
性は言語変換されるため、静的置換文字列として定義されたすべてのテキストは、生成され
た言語変換ファイルに含まれます。

アプリケーションのプライマリ言語の指定アプリケーションのプライマリ言語の指定アプリケーションのプライマリ言語の指定アプリケーションのプライマリ言語の指定
グローバリゼーション属性は、HTML DB エンジンによってアプリケーションのプライマリ
言語が判別される方法を指定します。

グローバリゼーション属性を編集するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「属性を編集属性を編集属性を編集属性を編集」アイコンを選択します。

「アプリケーション属性を編集」ページが表示されます。

4. 「グローバリゼーション」までスクロールします。

5. 「アプリケーションのプライマリ言語アプリケーションのプライマリ言語アプリケーションのプライマリ言語アプリケーションのプライマリ言語」からアプリケーションが開発された言語を選択
します。

6. 「アプリケーション言語の派生元アプリケーション言語の派生元アプリケーション言語の派生元アプリケーション言語の派生元」から、HTML DB エンジンがアプリケーション言語
を判別（または派生）する方法を指定します。表 16-1 に、選択可能なオプションを示し
ます。

参照参照参照参照 :

� 7-18 ページの「テンプレートの編集」を参照してください。

� 7-37 ページの「静的置換文字列」を参照してください。

表表表表 16-1「アプリケーション言語の派生元」のオプション「アプリケーション言語の派生元」のオプション「アプリケーション言語の派生元」のオプション「アプリケーション言語の派生元」のオプション

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

NLS なし（アプリケーションは言

語変換されない）

このオプションは、アプリケーションを言語変換しない場
合に選択します。

アプリケーションのプライマリ言
語を使用

「アプリケーションのプライマリ言語」属性に基づいて、
アプリケーションのプライマリ言語を判別します（手順 5
を参照）。

ブラウザ（ブラウザの言語設定項
目を使用）

ユーザーのブラウザの言語設定項目に基づいて、アプリ
ケーションのプライマリ言語を判別します。
16-4 Oracle HTML DB ユーザーズ・ガイド



アプリケーションのプライマリ言語の指定
アイテム用の書式マスクの使用アイテム用の書式マスクの使用アイテム用の書式マスクの使用アイテム用の書式マスクの使用
HTML DB エンジンは、レンダリングされた各ページに「グローバリゼーション」の設定を
適用します。このデフォルト動作は、数値や日付などの特定のアイテムの表示に影響を及ぼ
します。

たとえば、ユーザーのブラウザの言語設定項目に基づいて、アプリケーションがアプリケー
ション言語を判別すると想定します。HTML DB エンジンがユーザーのブラウザの言語設定
項目がフランス語であると判別した場合、フランス語標準に準拠した書式で日付と数値が表
示されます。書式マスクを適用すると、このデフォルト動作を上書きし、アイテムの表示方
法を明示的に制御できます。書式マスクは、次のタイミングで「表示形式」リストから選択
して適用します。

� アイテムの作成時

� アイテム属性の変更によるアイテムの作成後

アイテム属性を編集するには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

アプリケーション設定項目
（FSP_LANGUAGE_PREFERENCE
を使用）

HTMLDB_UTIL.SET_PREFERENCE API を使用して定義さ

れた値に基づいて、アプリケーションのプライマリ言語を
判別します。このオプションは、選択した言語設定項目を
複数のログインで使用する場合に選択します。

参照参照参照参照 : 13-10 ページの「SET_PREFERENCE プロシージャ」

を参照してください。

アイテム設定項目（設定項目を含
むアイテムを使用）

FSP_LANGUAGE_PREFERENCEというアプリケーション・

レベルのアイテムに基づいて、アプリケーションのプライ
マリ言語を判別します。このオプションを使用する場合、
ユーザーがログインするたびに、Oracle HTML DB が適切

な言語設定項目を判別する必要があります。

参照参照参照参照 :

� 7-29 ページの「アプリケーション属性の編集」を参照してください。

� 7-35 ページの「グローバリゼーション」を参照してください。

� 16-16 ページの「Oracle HTML DB のグローバリゼーション・コード」
を参照してください。

表表表表 16-1「アプリケーション言語の派生元」のオプション「アプリケーション言語の派生元」のオプション「アプリケーション言語の派生元」のオプション「アプリケーション言語の派生元」のオプション（続き）（続き）（続き）（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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言語変換処理の理解
3. 該当するページにナビゲートします。

4. 「アイテム」で、アイテム名にドリルダウンします。

「ページ・アイテムを編集」ページが表示されます。

5. 「指定」で、「表示形式」リストから選択します。

マルチバイト言語へのアプリケーションの言語変換マルチバイト言語へのアプリケーションの言語変換マルチバイト言語へのアプリケーションの言語変換マルチバイト言語へのアプリケーションの言語変換
アプリケーションを複数の言語（中国語や日本語など）で同時に実行する必要がある場合
は、すべての言語をサポートするキャラクタ・セットでデータベースを構成することを検討
する必要があります。mod_plsql の対応する DAD（Data Access Description）に、同じキャ
ラクタ・セットを構成する必要があります。UTF8 または AL32UTF8 キャラクタ・セットを
使用すると、世界のほぼすべての言語をサポートできます。

言語変換処理の理解言語変換処理の理解言語変換処理の理解言語変換処理の理解
Oracle HTML DB で開発されたアプリケーションを言語変換するには、プライマリ・アプリ
ケーション ID とターゲット・アプリケーション ID をマップし、言語変換ファイルにテキス
トをシードおよびエクスポートした後、テキストを言語変換して、言語変換ファイルを適用
および公開する必要があります。

この項の内容は次のとおりです。

� 「アプリケーションを言語変換」ページへのナビゲート

� プライマリ・アプリケーション ID とターゲット・アプリケーション ID のマップ

� 言語変換ファイルへのテキストのシードおよびエクスポート

� XLIFF ファイルの言語変換

� 言語変換済 XLIFF ドキュメントのアップロードおよび公開

参照参照参照参照 : アイテム属性の詳細は、7-43 ページの「アイテム」を参照してく
ださい。

参照参照参照参照 : 『Oracle Database グローバリゼーション・サポート・ガイド』を
参照してください。
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言語変換処理の理解
「アプリケーションを言語変換」ページへのナビゲート「アプリケーションを言語変換」ページへのナビゲート「アプリケーションを言語変換」ページへのナビゲート「アプリケーションを言語変換」ページへのナビゲート
言語変換処理は、「アプリケーションを言語変換」ページで実行します。

「アプリケーションを言語変換」ページにナビゲートするには、次の手順を実行します。

1. 「ビルドビルドビルドビルド」アイコンをクリックします。

2. 「選択可能なアプリケーション」リストからアプリケーションを選択し、「実行実行実行実行」をク
リックします。

3. 「ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティ」タブを選択します。

4. 「アプリケーションを言語変換アプリケーションを言語変換アプリケーションを言語変換アプリケーションを言語変換」をクリックします。

「アプリケーションを言語変換」ページが表示されます。

プライマリ・アプリケーションプライマリ・アプリケーションプライマリ・アプリケーションプライマリ・アプリケーション IDとターゲット・アプリケーションとターゲット・アプリケーションとターゲット・アプリケーションとターゲット・アプリケーション ID のマップのマップのマップのマップ
アプリケーションの言語変換の 初の手順は、プライマリ・アプリケーション ID とター
ゲット・アプリケーション ID をマップすることです。プライマリ・アプリケーションは、
言語変換するアプリケーションです。ターゲット・アプリケーションは、言語変換後のアプ
リケーションです。

プライマリ・アプリケーション ID とターゲット・アプリケーション ID をマップするには、
次の手順を実行します。

1. 「アプリケーションを言語変換」ページにナビゲートします（「「アプリケーションを言
語変換」ページへのナビゲート」を参照）。

2. 「アプリケーションを言語変換」ページで、「言語変換されたアプリケーション言語変換されたアプリケーション言語変換されたアプリケーション言語変換されたアプリケーション ID にプにプにプにプ
ライマリ言語アプリケーションをマップライマリ言語アプリケーションをマップライマリ言語アプリケーションをマップライマリ言語アプリケーションをマップ」を選択します。

「アプリケーション・マッピング」ページが表示されます。

3. 「作成作成作成作成」をクリックします。

4. 「言語変換アプリケーション・マッピング」ページで、次の手順を実行します。

� 「言語変換アプリケーション」で、アプリケーション ID（数値）を入力して、ター
ゲット・アプリケーションを識別します。

� 「言語変換アプリケーション言語コード」から、変換後の言語を選択します。

� 「イメージ・ディレクトリ」で、イメージを取得するディレクトリを入力します。

この属性によって、言語変換されたイメージ用の仮想ディレクトリが決まります。
たとえば、プライマリ言語アプリケーションのイメージの接頭辞が「/images/」
の場合、ドイツ語用に「/images/de/」、スペイン語用に「/images/es/」など、
他の言語用に追加の仮想ディレクトリを定義できます。

5. 「作成作成作成作成」をクリックします。
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言語変換処理の理解
言語変換ファイルへのテキストのシードおよびエクスポート言語変換ファイルへのテキストのシードおよびエクスポート言語変換ファイルへのテキストのシードおよびエクスポート言語変換ファイルへのテキストのシードおよびエクスポート
アプリケーションの言語変換の 2 番目の手順は、言語変換表をシードして、言語変換ファイ
ルに言語変換テキストをエクスポートすることです。

言語変換可能なテキストのシード言語変換可能なテキストのシード言語変換可能なテキストのシード言語変換可能なテキストのシード
言語変換可能なテキストをシードすると、言語変換が必要なすべての文字列が Oracle 
HTML DB データベース表へコピーされます。このデータベース表には、元の言語バージョ
ンが含まれます。また、変換後の言語バージョンが格納される場合もあります。

言語変換可能なテキストをシードするには、次の手順を実行します。

1. 「アプリケーションを言語変換」ページにナビゲートします（16-7 ページの「「アプリ
ケーションを言語変換」ページへのナビゲート」を参照）。

2. 「アプリケーションを言語変換」ページで、「アプリケーションの言語変換テキストを言アプリケーションの言語変換テキストを言アプリケーションの言語変換テキストを言アプリケーションの言語変換テキストを言
語変換ファイルにシードおよびエクスポート語変換ファイルにシードおよびエクスポート語変換ファイルにシードおよびエクスポート語変換ファイルにシードおよびエクスポート」を選択します。

3. 「言語マッピング」から、適切なプライマリ・アプリケーション ID とターゲット・アプ
リケーション ID のマップを選択します。

4. 「言語変換可能なテキストをシード言語変換可能なテキストをシード言語変換可能なテキストをシード言語変換可能なテキストをシード」をクリックします。

「XLIFF のエクスポート」ページが表示されます。

言語変換ファイルへのテキストのエクスポート言語変換ファイルへのテキストのエクスポート言語変換ファイルへのテキストのエクスポート言語変換ファイルへのテキストのエクスポート
言語変換可能なテキストをシードすると、「XLIFF のエクスポート」ページの一番上にス
テータス・ボックスが表示され、次の属性の数とともに言語変換が必要な場合がある属性の
合計数が表示されます。

� 言語変換が必要な場合がある既存の更新済属性

� 言語変換が必要な場合がある新しい属性

� 言語変換が必要ない消去済属性

この情報を使用して、アプリケーション全体と特定のページのみのどちらの言語変換可能な
テキストをエクスポートする必要があるかを判断できます。

注意注意注意注意 : XML Localization Interchange File Format（XLIFF）は、ローカリ
ゼーション・データを交換するための XML ベースの形式です。XLIFF の
詳細または XLIFF の仕様については、次の Web サイトを参照してくださ
い。

http://www.xliff.org
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言語変換処理の理解
「XLIFF のエクスポート」ページは、2 つのセクションに分かれています。アプリケーション
全体の言語変換可能なテキスト（すべてのページ、LOV、メッセージなど）をエクスポート
するには、ページの上半分を使用します。特定のページの言語変換可能なテキストをエクス
ポートするには、下側のセクションを使用します。

アプリケーション全体の言語変換可能なテキストをエクスポートするには、次の手順を実行
します。

1. 前述の手順（16-8 ページの「言語変換可能なテキストのシード」）に従って言語変換可
能なテキストをシードします。

2. 「手順手順手順手順 2、、、、XLIFF をエクスポートをエクスポートをエクスポートをエクスポート」で、次の手順を実行します。

� 「アプリケーション」から、適切なプライマリ・アプリケーション ID とターゲッ
ト・アプリケーション ID のマップを選択します。

� XLIFF ターゲット要素を含めるかどうかを指定します。

� 「エクスポート」で、XLIFF ファイルに含める言語変換テキストを指定します。

� 「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 XLIFF ファイルをエクスポートファイルをエクスポートファイルをエクスポートファイルをエクスポート」をクリックします。

3. 画面に表示される手順に従います。

特定のページの言語変換可能なテキストをエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. 16-8 ページの「言語変換可能なテキストのシード」の説明に従って、言語変換可能なテ
キストをシードします。

2. 「特定ページの特定ページの特定ページの特定ページの XLIFF をエクスポートをエクスポートをエクスポートをエクスポート」で、次の手順を実行します。

� 「アプリケーション」から、適切なプライマリ・アプリケーション ID とターゲッ
ト・アプリケーション ID のマップを選択します。

� XLIFF ターゲット要素を含めるかどうかを指定します。

� 「エクスポート」で、XLIFF ファイルに含める言語変換テキストを指定します。

� 「ページのページのページのページの XLIFF ファイルをエクスポートファイルをエクスポートファイルをエクスポートファイルをエクスポート」をクリックします。

3. 画面に表示される手順に従います。

「「「「XLIFF ターゲット要素を含める」オプションターゲット要素を含める」オプションターゲット要素を含める」オプションターゲット要素を含める」オプション  Oracle HTML DB が XLIFF ドキュメントを生
成すると、各ドキュメントには複数の言語変換ユニットが含まれます。各言語変換ユニット
は、ソース要素とターゲット要素で構成されます。アプリケーションを事前に言語変換して
いない場合、ソース要素とターゲット要素を含める必要があります。ただし、事前に言語変
換済の場合は、このオプションを無効にして、ソース要素を含むファイルのみを生成するこ
とができます。
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言語変換処理の理解
「エクスポート」オプション「エクスポート」オプション「エクスポート」オプション「エクスポート」オプション  「エクスポートエクスポートエクスポートエクスポート」を使用すると、XLIFF ファイルに含める言語
変換テキストを指定できます。アプリケーションのすべての言語変換テキストを含めるに
は、「すべての言語変換可能な要素すべての言語変換可能な要素すべての言語変換可能な要素すべての言語変換可能な要素」を選択します。一方、言語変換されていない新しい要
素のみを含めるには、「言語変換が必要な要素のみ言語変換が必要な要素のみ言語変換が必要な要素のみ言語変換が必要な要素のみ」を選択します。

XLIFF ファイルの言語変換ファイルの言語変換ファイルの言語変換ファイルの言語変換
言語変換可能なファイルを XLIFF 形式にエクスポートした後、そのファイルを適切な言語に
変換できます。XLIFF は交換言語変換に対するオープン規格の XML ファイルであるため、
多くの言語変換ベンダーは XLIFF をサポートしています。Oracle HTML DB は、UTF-8 キャ
ラクタ・セットでエンコードされた XLIFF ファイルのみをサポートします。つまり、Oracle 
HTML DB では、UTF-8 での言語変換用に XLIFF ファイルをエクスポートし、言語変換済の
XLIFF ファイルが同じキャラクタ・セットになると想定します。

言語変換は時間がかかるタスクです。Oracle HTML DB は、アプリケーション開発が言語変
換と並行して行えるように、増分言語変換をサポートしています。XLIFF ファイルは言語変
換可能で、一部のみが言語変換されている場合でも Oracle HTML DB にアップロードできま
す。対応する言語変換済アプリケーションの言語変換されていない文字列の場合は、Oracle 
HTML DB は、プライマリ言語の対応する文字列を使用します。

言語変換済言語変換済言語変換済言語変換済 XLIFF ドキュメントのアップロードおよび公開ドキュメントのアップロードおよび公開ドキュメントのアップロードおよび公開ドキュメントのアップロードおよび公開
XLIFF ドキュメントを言語変換した後、そのドキュメントを Oracle HTML DB にアップロー
ドし戻します。

言語変換済 XLIFF ドキュメントをアップロードするには、次の手順を実行します。

1. 「アプリケーションを言語変換」ページにナビゲートします（「「アプリケーションを言
語変換」ページへのナビゲート」を参照）。

2. 「アプリケーションを言語変換」ページで、「言語変換ファイルを適用して公開言語変換ファイルを適用して公開言語変換ファイルを適用して公開言語変換ファイルを適用して公開」を選択
します。

3. 「XLIFF をアップロードをアップロードをアップロードをアップロード」をクリックします。

4. 「XLIFF のアップロード」ページで、次の手順を実行します。

� タイトルを指定します。

� 説明を入力します。

参照参照参照参照 : XLIFF の詳細または XLIFF の仕様については、次の Web サイトを
参照してください。

http://www.xliff.org
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言語変換処理の理解
� 「参照参照参照参照」をクリックして、アップロードするファイルを指定します。

� 「XLIFF ファイルをアップロードファイルをアップロードファイルをアップロードファイルをアップロード」をクリックします。

XLIFF ファイル・リポジトリに、アップロードしたドキュメントが表示されます。

XLIFF ドキュメントをアップロードした後、XLIFF ドキュメントを適用し、言語変換済アプ
リケーションを公開します。XLIFF ドキュメントを適用すると、HTML DB エンジンによっ
てファイルが解析され、新しい言語変換可能テキストで言語変換表が更新されます。

アプリケーションを公開すると、ベース言語アプリケーションのコピーが作成され、言語変
換表から言語変換済テキスト文字列が代入されます。この公開したアプリケーションは、代
替言語でアプリケーションをレンダリングするために使用できます。

アプリケーションを代替言語で実行するには、代替言語バージョンが表示されるように「グ
ローバリゼーション」属性を設定して実行する必要があることに注意してください。たとえ
ば、言語がブラウザの言語から派生している場合は、ブラウザの言語を言語変換済アプリ
ケーションと同じ言語に設定する必要があります。

言語変換済 XLIFF ドキュメントを適用および公開するには、次の手順を実行します。

1. 「アプリケーションを言語変換」ページにナビゲートします（「「アプリケーションを言
語変換」ページへのナビゲート」を参照）。

2. 「アプリケーションを言語変換」ページで、「言語変換ファイルを適用して公開言語変換ファイルを適用して公開言語変換ファイルを適用して公開言語変換ファイルを適用して公開」を選択
します。

3. XLIFF ファイル・リポジトリで、表示アイコンをクリックします。

4. 「適用」から、適切なプライマリ・アプリケーション ID とターゲット・アプリケーショ
ン ID のマップを選択します。

5. 「XLIFF 言語変換ファイルを適用言語変換ファイルを適用言語変換ファイルを適用言語変換ファイルを適用」をクリックします。

6. 「アプリケーションをパブリッシュアプリケーションをパブリッシュアプリケーションをパブリッシュアプリケーションをパブリッシュ」をクリックします。

アップロード済の XLIFF ドキュメントを削除するには、次の手順を実行します。

1. 「アプリケーションを言語変換」ページにナビゲートします（「「アプリケーションを言
語変換」ページへのナビゲート」を参照）。

2. 「アプリケーションを言語変換」ページで、「言語変換ファイルを適用して公開言語変換ファイルを適用して公開言語変換ファイルを適用して公開言語変換ファイルを適用して公開」を選択
します。

3. XLIFF ファイル・リポジトリで、ドキュメント・タイトルの左側のチェック・ボックス
をチェックします。

4. 「チェックした項目を削除チェックした項目を削除チェックした項目を削除チェックした項目を削除」をクリックします。

参照参照参照参照 : 16-4 ページの「アプリケーションのプライマリ言語の指定」を参
照してください。
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PL/SQL プロシージャで使用するメッセージの言語変換
言語変換済アプリケーションを公開した後、それが存在するかどうかを確認する必要があり
ます。言語変換済アプリケーションは、Application Builder のホームページの「選択可能な
アプリケーション」リストには表示されません。かわりに、ページの左側に表示されるアプ
リケーションのナビゲーション・ペインを使用します。

言語変換済アプリケーションを Application Builder に表示させるには、アプリケーションの
「グローバリゼーション」属性を正しく構成していることを確認する必要があることに注意
してください。

PL/SQL プロシージャで使用するメッセージの言語変換プロシージャで使用するメッセージの言語変換プロシージャで使用するメッセージの言語変換プロシージャで使用するメッセージの言語変換
アプリケーションに PL/SQL リージョンまたは PL/SQL プロセスが含まれていたり、アプ
リケーションで PL/SQL パッケージ、プロシージャまたはファンクションがコールされた場
合は、生成された HTML の言語変換が必要になる場合があります。まず、「言語変換可能な
メッセージ」ページで各メッセージを定義します。次に、HTMLDB_LANG.MESSAGE API を使
用して、PL/SQL ストアド・プロシージャ、ストアド・ファンクション、トリガー、パッ
ケージ・プロシージャおよびパッケージ・ファンクション内のメッセージを言語変換しま
す。

言語変換可能なメッセージの定義言語変換可能なメッセージの定義言語変換可能なメッセージの定義言語変換可能なメッセージの定義
「メッセージを言語変換」ページで、言語変換可能なメッセージを作成します。

新しい言語変換可能なメッセージを定義するには、次の手順を実行します。

1. 「アプリケーションを言語変換」ページにナビゲートします（「「アプリケーションを言
語変換」ページへのナビゲート」を参照）。

2. 「アプリケーションを言語変換」ページで、「オプションで、オプションで、オプションで、オプションで、PL/SQL プロシージャおよプロシージャおよプロシージャおよプロシージャおよ
びファンクションで使用するメッセージを言語変換してください。びファンクションで使用するメッセージを言語変換してください。びファンクションで使用するメッセージを言語変換してください。びファンクションで使用するメッセージを言語変換してください。」を選択します。

3. 「メッセージを言語変換」ページで、「作成作成作成作成」をクリックします。

4. 「テキスト・メッセージを指定」ページで、次の手順を実行します。

� 「名前」で、テキスト・メッセージを識別するための名前を入力します。

� 「言語」で、メッセージが使用される言語を選択します。

� 「テキスト」で、テキスト・メッセージのコール時に戻されるテキストを入力しま
す。

たとえば、メッセージ GREETING_MSGを次のとおり英語で定義できます。

Good morning %0

注意注意注意注意 : 16-4 ページの「アプリケーションのプライマリ言語の指定」を参
照してください。
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PL/SQL プロシージャで使用するメッセージの言語変換
または、メッセージ GREETING_MSGを次のとおりドイツ語で定義できます。

Guten Tag %0

5. 「作成作成作成作成」をクリックします。

HTMLDB_LANG.MESSAGE API
HTMLDB_LANG.MESSAGE API を使用すると、PL/SQL ストアド・プロシージャ、ストアド・
ファンクション、トリガー、パッケージ・プロシージャおよびパッケージ・ファンクション
から生成されたテキスト文字列（メッセージ）の言語を変換できます。

構文構文構文構文

HTMLDB_LANG.MESSAGE (
    p_name    IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p0        IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p1        IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p2        IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    ...
    p9        IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_lang    IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL)
    RETURN VARCHAR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 16-2 に、HTMLDB_LANG.MESSAGEで使用可能なパラメータを示します。

表表表表 16-2 HTMLDB_LANG.MESSAGE のパラメータのパラメータのパラメータのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_name Oracle HTML DB で定義されたメッセージの名前。

p0

...

p9

動的置換値。p0はメッセージの 0% に対応します。p1はメッ

セージの 1% に対応します。p2はメッセージの 2% に対応し、以

降同様に続きます。

p_lang 取得するメッセージの言語コード。言語コードが指定されていな
い場合、Oracle HTML DB は、「アプリケーション言語の派生元」

属性に定義された、ユーザーの現在の言語を使用します。

参照参照参照参照 : 16-4 ページの「アプリケーションのプライマリ言語の指定」

を参照してください。
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LOV をサポートするデータの言語変換
例例例例

次の例では、アプリケーションの GREETING_MSGというメッセージを、英語では Good 
morning%0、ドイツ語では Guten Tag%1と定義していると想定します。次の例では、こ
のメッセージを PL/SQL から起動する方法を示します。

BEGIN
    --
    -- Print the greeting
    --
    HTMLDB_LANG.MESSAGE('GREETING_MSG', v('APP_USER'));
END;

p_lang属性の定義方法は、HTML DB エンジンがアプリケーションのプライマリ言語を派
生する方法によって異なります。たとえば、アプリケーションをドイツ語で実行し、
HTMLDB_LANG.MESSAGEを事前にコールしている場合、HTML DB エンジンは 初に
LANG_CODEが deのメッセージ GREETING_MSGを検索します。検出できなかった場合は、

「アプリケーションのプライマリ言語」属性が使用されます。それでも検出できなかった場
合、HTML DB エンジンは、この名前のメッセージを en-usの言語コードで検索します。

LOV をサポートするデータの言語変換をサポートするデータの言語変換をサポートするデータの言語変換をサポートするデータの言語変換
動的言語変換を作成して、データの動的な部分を言語変換します。たとえば、動的言語変換
を使用して、データベース問合せに基づいて LOV を言語変換できます。

動的言語変換は、メッセージ名ではなく特定の文字列を問い合せる点で、メッセージとは異
なります。動的言語変換は、「動的言語変換」ページで定義します。その後、
HTMLDB_LANG.LANG API を使用して、パラメータ p_primary_text_stringで識別され
る動的言語変換文字列を戻します。

動的言語変換の定義動的言語変換の定義動的言語変換の定義動的言語変換の定義
動的言語変換は、「動的言語変換」ページで定義します。動的言語変換は、言語変換前の文
字列、言語コードおよび言語変換後の文字列で構成されます。

動的言語変換を定義するには、次の手順を実行します。

1. 「アプリケーションを言語変換」ページにナビゲートします（「「アプリケーションを言
語変換」ページへのナビゲート」を参照）。

2. 「アプリケーションを言語変換」ページで、「オプションで、オプションで、オプションで、オプションで、SQL に基づくに基づくに基づくに基づく LOV をサをサをサをサ
ポートするために動的に言語変換する必要があるデータを指定してください。ポートするために動的に言語変換する必要があるデータを指定してください。ポートするために動的に言語変換する必要があるデータを指定してください。ポートするために動的に言語変換する必要があるデータを指定してください。」を選択
します。

参照参照参照参照 : 「アプリケーションのプライマリ言語」属性の詳細は、16-4 ページ
の「アプリケーションのプライマリ言語の指定」を参照してください。
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3. 「動的言語変換」ページで「作成作成作成作成」をクリックし、次のとおり指定します。

� 「言語」で、ターゲット言語を選択します。

� 「テキストから言語変換」で、言語変換するソース・テキストを入力します。

� 「テキストへ言語変換」で、言語変換済テキストを入力します。

4. 「作成作成作成作成」をクリックします。

HTMLDB_LANG.LANG API

構文構文構文構文

HTMLDB_LANG.LANG (
    p_primary_text_string    IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p0                       IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p1                       IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p2                       IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    ...
    p9                       IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL,
    p_primary_language       IN    VARCHAR2 DEFAULT NULL)
    RETURN VARCHAR2;

パラメータパラメータパラメータパラメータ

表 16-3 に、HTMLDB_LANG.LANGで使用可能なパラメータを示します。

表表表表 16-3 HTMLDB_LANG.LANG のパラメータのパラメータのパラメータのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

p_primary_string プライマリ言語のテキスト文字列。これは、動的言語変換の
「テキストから言語変換」の値です。

p0

...

p9

動的置換値。p0は言語変換文字列の 0% に対応します。p1
は言語変換文字列の 1% に対応します。p2は言語変換文字

列の 2% に対応し、以降同様に続きます。

p_primary_language 取得するメッセージの言語コード。言語コードが指定されて
いない場合、Oracle HTML DB は、「アプリケーション言語

の派生元」属性に定義された、ユーザーの現在の言語を使用
します。

参照参照参照参照 : 16-4 ページの「アプリケーションのプライマリ言語の

指定」を参照してください。
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例例例例

すべてのプライマリ色が定義された表があると想定します。各色に動的メッセージを定義し
て、問合せで定義された値に LANGファンクションを適用できます。次に例を示します。

SELECT HTMLDB_LANG.LANG(color)
  FROM my_colors

たとえば、アプリケーションをドイツ語で実行しており、my_colors表の color 列に RED
という値が含まれていると想定します。ドイツ語に赤を定義していた場合、前述の例では
ROTが戻されます。

Oracle HTML DB のグローバリゼーション・コードのグローバリゼーション・コードのグローバリゼーション・コードのグローバリゼーション・コード
多言語のアプリケーションを作成している場合、Oracle HTML DB のグローバリゼーショ
ン・コードによってアプリケーションの実行方法にどのような影響が及ぼされるかを理解す
ることが重要です。これらのコードは、選択したアプリケーション・レベルの「グローバリ
ゼーション」属性に基づいて、自動的に設定されます。

NLS_LANGUAGEおよび NLS_TERRITORYは、数値、日付および通貨のデフォルト表示形式
を決定します。

表 16-4 に、Oracle HTML DB のグローバリゼーション・コードを示します。

参照参照参照参照 : 16-4 ページの「アプリケーションのプライマリ言語の指定」を参
照してください。

表表表表 16-4 Oracle HTML DB のグローバリゼーション・コードのグローバリゼーション・コードのグローバリゼーション・コードのグローバリゼーション・コード

言語名言語名言語名言語名 言語コード言語コード言語コード言語コード NLS_LANGUAGE NLS_TERRITORY

アラビア語 ar ARABIC

アッサム語 as ASSAMESE INDIA

ベンガル語 bn BANGLA

ブルガリア語 bg BULGARIAN BULGARIA

カタロニア語 ca CATALAN CATALONIA

中国語（中国） zh-cn SIMPLIFIED CHINESE CHINA

中国語（香港） zh-hk TRADITIONAL CHINESE HONG KONG

中国語（シンガポール） zh-sg SIMPLIFIED CHINESE SINGAPORE

中国語（台湾） zh-tw TRADITIONAL CHINESE TAIWAN

中国語 zh SIMPLIFIED CHINESE CHINA
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クロアチア語 hr CROATIAN CROATIA

チェコ語 cs CZECH CZECH REPUBLIC

デンマーク語 da DANISH DENMARK

オランダ語（オランダ） nl DUTCH THE NETHERLANDS

英語（アメリカ合衆国） en-us AMERICAN AMERICA

英語 en ENGLISH

エストニア語 et ESTONIAN ESTONIA

フィンランド語 fi FINNISH FINLAND

フランス語（カナダ） fr-ca CANADIAN FRENCH CANADA

フランス語（フランス） fr FRENCH FRANCE

ドイツ語（ドイツ） de GERMAN GERMANY

ギリシア語 el GREEK GREECE

グジャラト語 gu GUJARATI

ヘブライ語 he HEBREW ISRAEL

ヒンディー語 hi HINDI INDIA

ハンガリー語 hu HUNGARIAN HUNGARY

アイスランド語 is ICELANDIC ICELAND

インドネシア語 id INDONESIAN INDONESIA

イタリア語（イタリア） it ITALIAN ITALY

日本語 ja JAPANESE JAPAN

カンナダ語 kn KANNADA INDIA

韓国語 ko KOREAN KOREA

ラトビア語 lv LATVIAN LATVIA

リトアニア語 lt LITHUANIAN LITHUANIANA

マレー語（マレーシア） ms MALAY MALAYSIA

マラヤーラム語 ml MALAYALAM

表表表表 16-4 Oracle HTML DB のグローバリゼーション・コード（続き）のグローバリゼーション・コード（続き）のグローバリゼーション・コード（続き）のグローバリゼーション・コード（続き）

言語名言語名言語名言語名 言語コード言語コード言語コード言語コード NLS_LANGUAGE NLS_TERRITORY
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マラーティー語 mr MARATHI

ノルウェー語 no NORWEGIAN NORWAY

オーリヤ語 or ORIYA

ポーランド語 pl POLISH POLAND

ポルトガル語
（ブラジル）

pt-br BRAZILIAN PORTUGUESE BRAZIL

ポルトガル語
（ポルトガル）

pt PORTUGUESE PORTUGAL

パンジャブ語 pa PUNJABI

ルーマニア語 ro ROMANIAN ROMANIA

ロシア語 ru RUSSIAN

スロベキア語 sk SLOVAK SLOVAKIA

スロベニア語 sl SLOVENIAN SLOVENIA

スペイン語 es SPANISH SPAIN

スペイン語（メキシコ） es-mx MEXICAN SPANISH MEXICO

スウェーデン語 sv SWEDISH SWEDEN

タミル語 ta TAMIL

テルグ語 te TELUGU

タイ語 th THAI THAILAND

トルコ語 tr TURKISH TURKEY

ウクライナ語 uk UKRAINIAN UKRAINE

ベトナム語 vi VIETNAMESE VIETNAM

表表表表 16-4 Oracle HTML DB のグローバリゼーション・コード（続き）のグローバリゼーション・コード（続き）のグローバリゼーション・コード（続き）のグローバリゼーション・コード（続き）

言語名言語名言語名言語名 言語コード言語コード言語コード言語コード NLS_LANGUAGE NLS_TERRITORY
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A

使用可能な条件使用可能な条件使用可能な条件使用可能な条件

条件とは、リージョン、アイテム、ボタンおよびタブの表示と、プロセス、計算および検証
の実行を制御するために役立つ論理単位です。条件をコントロールまたはコンポーネントに
適用すると、条件が評価されます。条件が真であるかどうかによって、コントロールまたは
コンポーネントが表示されるかどうかが決まります。

コントロールまたはコンポーネント（リージョン、アイテム、ボタンまたはタブ）の作成時
に条件タイプを選択するか、または条件付き表示属性で条件を選択することによって、条件
を指定できます。

参照参照参照参照 : 6-9 ページの「条件付きのレンダリングおよびプロセスの理解」を
参照してください。
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Oracle HTML DB で使用可能な条件で使用可能な条件で使用可能な条件で使用可能な条件
次の表に、一般的に使用されているいくつかの条件を示します。任意のコンポーネントに使
用可能なすべての条件の完全なリストを表示するには、条件付き表示タイプ・リストの右に
ある懐中電灯のアイコンをクリックします。「タイプ」リストのすぐ下に、一般的な選択項
目へのショートカットが表示されます。条件に式が必要な場合は、該当するフィールドにそ
の式を入力します。

表 A-1 に、Oracle HTML DB で使用可能な条件を示します。

表表表表 A-1 使用可能な条件使用可能な条件使用可能な条件使用可能な条件

条件条件条件条件 説明説明説明説明

現在の言語 != 式 1 クライアント・ブラウザが現在実行されていない言語の設定を確認します。現
在の言語が「式 1」に入力した文字列に含まれている場合は、true と評価され

ます。

現在の言語 = 式 1 クライアント・ブラウザが現在実行されている言語の設定を確認します。現在
の言語が「式 1」に入力した値と一致する場合は、true と評価されます。

現在の言語が式 1 に含まれる ブラウザの現在の言語が文字列に含まれているかどうかを判断します。現在の
言語が「式 1」に入力した文字列と一致する場合は、true と評価されます。

たとえば、現在の言語が en-US または en-UK のいずれかであることを確認す

るには、この条件を選択して、「式 1」に次の文字列を入力します。

en-us,en-uk

現在の言語が式 1 に含まれない アプリケーションの現在の言語が、指定した文字列に含まれていないことを確
認します。現在の言語が「式 1」に入力した文字列に含まれていない場合は、

true と評価されます。

カレント・ページ != 式 1 カレント・ページが「式 1」に入力したページと同じでない場合は、true と評

価されます。

カレント・ページ != 送信ページ ( このペー

ジはポストされたページではない )
指定したページがポストされていないかどうかを判断します。カレント・ペー
ジが「式 1」に入力した値と一致しない場合は、true と評価されます。

カレント・ページ = 式 1 カレント・ページを含むページ・リストが「式 1」で見つかった場合は、true
と評価されます。

カレント・ページ = 式 1 カレント・ページが「式 1」に入力したページと同じである場合は、true と評

価されます。

カレント・ページ = 送信ページ ( このペー

ジはポストされたページ )
指定したページがポストされたかどうかを確認します。カレント・ページが

「式 1」に入力した値と一致する場合は、true と評価されます。

カレント・ページが式 1( カンマで区切られ

たページ・リスト ) に含まれる

カレント・ページが、「式 1」に指定したページ・リストに含まれているかどう

かを確認します。カレント・ページが 1、2、3 または 4 ページのいずれかであ

ることを確認するには、この条件タイプを選択して、「式 1」に次の文字列を入

力します。

1,2,3,4
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カレント・ページが「印刷用」モード ユーザーが「印刷用」モードを選択した際に、特定のページ・コンポーネント
のみを表示します。カレント・ページが「印刷用」モードである場合、この条
件は true と評価されます。「印刷用」モードを指定するには、f?p構文を使用

します。

カレント・ページは「印刷用」モードでは
ない

ユーザーが「印刷用」モードを選択した際に、ページ・コンポーネントを非表
示にします。「印刷用」モードを指定するには、f?p構文を使用します。

参照参照参照参照 : f?p構文の詳細は、6-20 ページの「f?p 構文を使用したページのリンク」

を参照してください。

カレント・ページが式 1( カンマで区切られ

たページ・リスト ) に含まれない

カレント・ページが「式 1」に入力した、カンマで区切られたページ・リスト

に含まれていないかどうかを確認します。

存在する (SQL 問合せが 1 行以上を戻す ) この条件は、SQL 問合せとして表されます。問合せで 1 行以上が戻される場

合、この条件は true と評価されます。次に例を示します。

select 1 from emp where deptno = :P101_DEPTNO

この例では、アイテム P101_DEPTNOがバインド変数として参照されます。ア

プリケーション・プロセスおよび SQL 問合せリージョン内でバインド変数を

使用すると、アイテムのセッション・ステートを参照できます。
P101_DEPTNOの値に指定した部門に 1 人以上の従業員が存在する場合、この

条件は true と評価されます。

参照参照参照参照 : バインド変数の詳細は、6-19 ページの「バインド変数」を参照してくだ

さい。

なし この条件タイプは、常に fail と評価されます。これは、コンポーネント（リー

ジョン、ボタン、アイテムなど）のページ上でのレンダリングを一時的に制限
したり、プロセス、計算および検証の実行を制限するために役立ちます。

存在しない (SQL 問合せが行を戻さない ) この条件は、SQL 問合せとして表されます。問合せで行が戻されない場合は、

true と評価されます。

PL/SQL 式 PL/SQL 式は、true または false と評価される有効な PL/SQL 構文内の任意の

式です。次に例を示します。

nvl(:MY_FLOW_ITEM,'NO') = 'YES'

MY_FLOW_ITEMの値が YES の場合、この条件は true と評価されます。それ以

外の場合は、false と評価されます。

表表表表 A-1 使用可能な条件使用可能な条件使用可能な条件使用可能な条件（続き）（続き）（続き）（続き）

条件条件条件条件 説明説明説明説明
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ブールを戻す PL/SQL ファンクション本体 true または false を戻す PL/SQL ファンクション本体です。次に例を示しま

す。

BEGIN
IF :P1_DAY = 'MONDAY' THEN
    RETURN TRUE;
ELSE
    RETURN FALSE;
END;

リクエスト != 式 1 REQUESTは、ページの送信方法を追跡する内部属性です。デフォルトでは、

ページの送信時に、ページを送信させたオブジェクトの名前に従ってアプリ
ケーション属性 REQUESTの値が設定されます。通常のボタンでは、REQUEST
は、ボタンのラベルではなくボタンの名前（「取消」、「保存」など）に設定さ
れます。ボタンのタイプ・アイテムまたは他のアイテムとともにインライン表
示されるタイプ・アイテムには、REQUESTという属性があります。リクエス

トは、f?p構文を使用して設定することもできます。

たとえば、ユーザーがボタンをクリックしたり、タブ・メニューを選択した場
合にページが送信されます。イベントによっては、REQUESTアプリケーショ

ン属性の値を参照して、異なる操作を実行することができます。

REQUESTが「式 1」に入力した値と同じでない場合、この条件は true と評価

されます。

参照参照参照参照 : 6-20 ページの「URL 構文の概要」、6-29 ページの「REQUEST」および

7-43 ページの「ボタン名と REQUEST の関係の理解」を参照してください。

リクエスト = 式 1 この条件は、「リクエスト !=式 1」の反対の条件です。

REQUESTが「式 1」に入力した値と同じである場合、この条件は true と評価

されます。PL/SQL では、次の構文を使用してアプリケーション属性を参照す

ることもできます。

v('REQUEST')

参照参照参照参照 : 6-20 ページの「URL 構文の概要」、6-29 ページの「REQUEST」および

7-43 ページの「ボタン名と REQUEST の関係の理解」を参照してください。

式 1 がリクエストを含む REQUESTは、ページの送信方法を追跡する内部アプリケーション属性です。

デフォルトでは、ページの送信時に、ページを送信させたイベントに従って
REQUESTの値が設定されます。たとえば、ユーザーがボタンをクリックした

り、タブを選択した場合にページが送信されます。イベントによっては、
REQUESTアプリケーション属性の値を参照して、異なる操作を実行すること

ができます。

この条件を使用すると、許可するリクエスト（SAVE や UPDATE など）のリ

ストを「式 1」に指定できます。REQUESTの値がリストに含まれている場合、

この条件は true と評価されます。

参照参照参照参照 : 6-29 ページの「REQUEST」および 7-43 ページの「ボタン名と

REQUEST の関係の理解」を参照してください。

表表表表 A-1 使用可能な条件使用可能な条件使用可能な条件使用可能な条件（続き）（続き）（続き）（続き）

条件条件条件条件 説明説明説明説明
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式 1 がリクエストを含まない この条件は、「式 1がリクエストを含む」の反対の条件です。REQUESTの値が

「式 1」に含まれていない場合は、true と評価されます。

参照参照参照参照 : 6-29 ページの「REQUEST」および 7-43 ページの「ボタン名と

REQUEST の関係の理解」を参照してください。

SQL 式 SQL 文の WHERE 句として評価されます。たとえば、式 :MY_ITEM = 'ABC'
の場合を考えてみます。

HTML DB エンジンは、次の文を処理します。

select 1 from dual where :MY_ITEM = 'ABC'

行が戻された場合、この条件は true と評価されます。

SQL レポート (「OK」をクリックすると

「戻る」ボタンを表示 )
この条件は、ページ区切りが含まれているレポートに使用します。この条件
は、結果セット内でページを戻るボタンを含めるタイミングを自動的に判断し
ます。

SQL レポート (「OK」をクリックすると

「次へ」ボタンを表示 )
この条件は、ページ区切りが含まれているレポートに使用します。この条件
は、結果セット内でページを進むボタンを含めるタイミングを自動的に判断し
ます。

式 1 のテキスト != 式 2 (&amp;ITEM 置換を

含む )
この条件を使用すると、文字列を含む 2 つの式を比較できます。いずれかの式

には、&MY_ITEM構文を使用して、セッション・ステートへの参照を含めるこ

とができます。

参照参照参照参照 : &MY_ITEM構文の詳細は、6-23 ページの「置換文字列の使用」を参照し

てください。

式 1 のテキスト = 式 2 (&amp;ITEM 置換を

含む )
この条件は、「式 1のテキスト !=式 2（&amp;ITEM置換を含む）」の反対の

条件です。文字列を含む 2 つの式を比較します。いずれかの式には、&ITEM.
構文を使用して、セッション・ステートへの参照を含めることができます。

アイテム F100_P2_DAY_DATEが「Wednesday」と同じであるかどうかを確認

するには、この条件を選択して、「式 1」および「式 2」に次のとおり入力しま

す。

� 式 1: F100_P2_DAY_DATE

� 式 2: Wednesday

参照参照参照参照 : &MY_ITEM構文の詳細は、6-23 ページの「置換文字列の使用」を参照し

てください。

認証済ユーザー ( 非パブリック・ユーザー ) 現行ユーザーが組込み認証スキーマまたはカスタム認証スキームのいずれかを
使用して認証されたかどうかを確認します。

参照参照参照参照 : 認証の詳細は、10-17 ページの「認可を介したセキュリティの提供」を

参照してください。

表表表表 A-1 使用可能な条件使用可能な条件使用可能な条件使用可能な条件（続き）（続き）（続き）（続き）

条件条件条件条件 説明説明説明説明
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パブリック・ユーザー ( 認証されていない

ユーザー )
パブリック・ユーザーは、アプリケーション属性として定義されます。特定の
アプリケーションに対してパブリック・ユーザーを設定するには、Application 
Builder のホームページに移動し、そのアプリケーションに対応する編集リン

クをクリックします。

パブリック・ユーザーは、複数のユーザーで使用されるユーザーです。アプリ
ケーションには、認証およびログインが必要なパブリック・ページが含まれる
場合があります。ユーザーがパブリック・ユーザーである（ユーザーがユー
ザー自身として認証されたか、またはアプリケーション属性 Public User で識

別されたパブリック・ユーザー以外のユーザーとして認証された）場合、この
条件は true を戻します。

参照参照参照参照 : 7-32 ページの「セッション管理」を参照してください。

式 1 のアイテムの値 !=0( ゼロ ) 「式 1」内のアイテムの値が 0（ゼロ）ではないかどうかを確認します。

式 1 のアイテムの値 = 式 2 アイテムの値を特定の文字列と比較します。この条件を使用した比較では、大
/ 小文字が区別されます。

たとえば、アイテム F100_P2_WORDの値が文字列「the quick brown fox」に

含まれているかどうかを確認するには、「式 1」および「式 2」フィールドに次

のとおり入力します。

� 式 1: F100_P2_WORD

� 式 2: the quick brown fox

式 1 のアイテムの値 =0( ゼロ ) 「式 1」内のアイテムの値が 0（ゼロ）であるかどうかを確認します。

式 1 のアイテムの値が空白を含まない 「式 1」に指定したアイテムの値に空白が含まれていない場合は、true と評価

されます。

式 1 のアイテムの値が英数字 「式 1」の文字列に英数字のみが含まれている場合は、true と評価されます。

式 1 のアイテムの値が、式 2 のコロンで区

切られたリストに含まれる

この条件タイプを使用すると、特定の文字列がセッション・ステート・アイテ
ムの値に含まれているかどうかを確認できます。「式 1」に指定した文字列が、

「式 2」に指定したアイテムの値に含まれているかどうかを確認します。

式 1 のアイテムの値が、式 2 のコロンで区

切られたリストに含まれない

「式 1」に指定した値に、コロンで区切られた要素リストの文字列が含まれてい

る場合は、true と評価されます。

アイテム F100_P1_TODAYが「Monday」、「Tuesday」または「Wednesday」
のいずれかであるかどうかを確認するには、この条件を選択して、「式 1」およ

び「式 2」に次のとおり入力します。

� 式 1: P1_TODAY

� 式 2: Monday: Tuesday:Wednesday

式 1 のアイテムの値が NOT NULL 「式 1」に、アプリケーションまたはページ・アイテムの名前（大文字）を入力

します。アイテムのキャッシュの現在の値が NULL でない（値を持つ）場合

は、true と評価されます。そうでない場合は、false と評価されます。

式 1 のアイテムの値が NULL 「式 1」のアイテムが値を持たない場合は、true と評価されます。

表表表表 A-1 使用可能な条件使用可能な条件使用可能な条件使用可能な条件（続き）（続き）（続き）（続き）

条件条件条件条件 説明説明説明説明
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式 1 のアイテムの値が NULL または 0 ( ゼ
ロ )

「式 1」のアイテムの値が NULL または 0（ゼロ）のいずれかである場合は、

true と評価されます。

式 1 のアイテムの値が数値 「式 1」のアイテムの値が数値である場合は、true と評価されます。

式 1 のユーザー設定項目の値 != 式 2 この条件は、「式 1のユーザー設定項目の値 =式 2」の反対の条件です。「式

1」に指定したユーザー設定項目の名前が「式 2」の文字列と同じでない場合

は、true と評価されます。

式 1 のユーザー設定項目の値 = 式 2 ユーザー設定項目の値を確認します。「式 1」に指定したユーザー設定項目の名

前が「式 2」の文字列と同じである場合は、true と評価されます。

カンマで区切られたアイテム・リストのア
イテムを変更した場合

「式 1」に指定したアイテム・リストに含まれる、NULL でない任意のセッ

ション・ステート・アイテムの値を変更した場合は、true と評価されます。

カンマで区切られたページ・リストのアイ
テムを変更した場合

「式 1」に指定したページ・リストに含まれる、NULL でない任意のセッショ

ン・ステート・アイテムの値を変更した場合は、true と評価されます。

カレント・アプリケーションのアイテムを
変更した場合

カレント・アプリケーションの NULL でない任意のセッション・ステート・

アイテムの値を変更した場合は、true と評価されます。

カレント・ページのアイテムを変更した場
合

カレント・ページの NULL でない任意のセッション・ステート・アイテムの

値を変更した場合は、true と評価されます。

カレント・セッションのアイテムを変更し
た場合

カレント・セッションの NULL でない任意のセッション・ステート・アイテ

ムの値を変更した場合は、true と評価されます。

CGI_ENV DAD_NAME!= 式 1 この条件は、「CGI_ENV DAD_NAME=式 1」の反対の条件です。

アプリケーションのカレント・ページを呼び出す URL に使用されている DAD
（データベース・アクセス記述子）を確認し、それを「式 1」と比較します。

DAD が「式 1」と同じでない場合は、true と評価されます。

CGI_ENV DAD_NAME= 式 1 アプリケーションのカレント・ページを呼び出す URL に使用されている DAD
（データベース・アクセス記述子）を確認し、それを「式 1」と比較します。

DAD が「式 1」と同じである場合は、true と評価されます。

CGI_ENV HTTP_HOST!= 式 1 この条件は、「CGI_ENV HTTP_HOST=式 1」の反対の条件です。

CGI 環境変数 HTTP_HOSTの値を確認します。これは、

owa_util.get_cgi_env ('HTTP_HOST')によって戻される値です。この

値が「式 1」の文字列と同じでない場合は、true と評価されます。

表表表表 A-1 使用可能な条件使用可能な条件使用可能な条件使用可能な条件（続き）（続き）（続き）（続き）

条件条件条件条件 説明説明説明説明
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CGI_ENV HTTP_HOST= 式 1 CGI 環境変数 HTTP_HOSTの値を確認します。これは、

owa_util.get_cgi_env ('HTTP_HOST')によって戻される値です。この

値が「式 1」の文字列と同じである場合は、true と評価されます。

CGI_ENV SERVER_NAME!= 式 1 この条件は、「CGI_ENV SERVER_NAME=式 1」の反対の条件です。

CGI 環境変数 SERVER_NAMEの値を確認します。これは、

owa_util.get_cgi_env ('SERVER_NAME')によって戻される値です。こ

の値が「式 1」の文字列と同じでない場合は、true と評価されます。

CGI_ENV SERVER_NAME= 式 1 CGI 環境変数 SERVER_NAMEの値を確認します。これは、

owa_util.get_cgi_env ('SERVER_NAME')によって戻される値です。こ

の値が「式 1」の文字列と同じである場合は、true と評価されます。

表表表表 A-1 使用可能な条件使用可能な条件使用可能な条件使用可能な条件（続き）（続き）（続き）（続き）

条件条件条件条件 説明説明説明説明
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