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はじめに
この管理者ガイドでは NXJ ポータルを使用したポータル管理の基本を説明します。このガイドは以下のセ
クションに分かれています。
設定
このセクションでは、以下のポータルアプリケーションコンポーネントの設定方法を説明します。
• データベース
• Email プロパティ
セキュリティ
このセクションでは、アプリケーションが実装するセキュリティの考え方について説明します。セキュリティ
管理における権限やロールのコンポーネントをデータベースマネージャで示し、LDAP の設定手順につい
ても説明します。
Unify NXJ ポータルソフトウェアの使い方
このセクションでは、アプリケーションを起動すると表示されるポータルとポートレットについて説明します。
また、それぞれのポートレットの目的とプロセスフローについても説明します。
ポータルモジュールのアーキテクチャ
このセクションでは、データベーステーブルとポータルモジュールとの関連性について説明します。また、フ
ァイルの設定とポータルでの影響についても説明します。新規作成したポートレット、カテゴリ、フォルダ、
アップロードファイルの格納場所についても説明します。
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製品概要
NXJ ポータル
NXJ ポータルは Jetspeed の最上位に構築されています。Jetspeedは Enterprise Information Portal のオー
プンソース実装で、Java とXML を使用しています(http://jakarta.apache.org/jetspeed/site/index.html)。アプ
リケーションやデータベースといったネットワークリソースは NXJ ポータルを通じてエンドユーザに提供さ
れます。NXJ ポータルは、複数のソースのコンテンツをまとめて、エンドユーザが Web ブラウザからこの
情報に簡単にアクセスできるようにするセントラルハブとして動作します。
NXJ ポータルには Velocity が使用されています。Velocity は、ポータルの開発者や設計者が ModelView-Controller（
MVC）
モデルに基づいて Java コードで定義したオブジェクトを参照できる強力なJava ベ
ースのテンプレートエンジンです。このテンプレートエンジンを使用するとJava コードをポータルコンテンツ
と分離することができるので、長い目で見た場合、ポータルアプリケーションの保守が楽になります。その
結果、Java Server Pages（
JSP）
や PHP を引き続き使用していくことができます。
Velocity は、Web アプリケーションフレームワークであるTurbine でサポートされています。主にポータル
のデータベースとセッションの操作を扱っているため、このサーブレットベースのフレームワークには、セキ
ュリティ管理システム、スケジューリングサービス、XML で定義したフォームを検証する機能もあります。
サポート対象の構成
Unify 社の全製品は、オープン業界標準と異種コンピューティング環境をサポートするという哲学をもとに
設計されています。既存の技術インフラ投資を最大限に活用しようというお客様の取り組みにこたえるた
めに、Unify は以下のような広範囲にわたるアプリケーションサーバ、OS、データベースをサポートしてい
ます。
オペレーティング
システム
アプリケーション
サーバ
データベース

Red Hat Linux、Mac OSX、Microsoft Windows 98/2000/XP
J2EE 対応アプリケーションサーバ:BEA WebLogic、IBM WebSphere、
JBoss 、Oracle アプリケーションサーバ
NXJ ポータルは次のデータベースで確認済みです。DB2、Hypersonic SQL、
MySQL、Portgres、Oracle 、Sybase
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新機能
NXJ ポータル 10.5 は NXJ ポータルソフトウェアの最新ビルドです。NXJ ポータルには以下の新しい機能
が加わりました。
ドキュメントフォルダへのセキュアなアクセス
ドキュメントフォルダブラウザポートレットで、特定のグループとロールをドキュメントフォルダに割り当てる
ことができるようになりました。フォルダに割り当てられたグループとロールの両方またはどちらか一方を
持つユーザだけが、そのフォルダにドキュメントやファイルをアップロードできます。例外で、global-admin
ロールはすべてのフォルダにアクセスできます。
ユーザテンプレートの カスタマイズ
ユーザ管理ポートレットでは、ユーザテンプレートを選択するオプションが追加されました。ユーザは、利用
可能なテンプレートの一覧からユーザテンプレートを選択したり、自分のテンプレートを新しく作成したテン
プレートとして設定することができます。このテンプレートは、後から他のユーザが参照または使用するこ
とができます。
E メールの拡張機能
E メールポートレットでは、ユーザがフォルダを追加/削除したり、メッセージをInbox に追加/移動できるよう
になりました。また、SMTP や IMAP プロパティの設定も追加され、ユーザは自分の設定に合わせてE メ
ールプロパティを設定できるようになりました。
パーミッションの カスタマイズ
ユーザ管理ポートレットでは、user、admin、guest、pb-admin、bb-admin のほかに新しいロールが追加され
ました。新 しいオプションは customizer ロールです。このロールを設定してポータルをカスタマイズし、ポー
タルのレイアウトを変更したり、ペインとポートレットにアクセスすることができるようになります。
管理委譲
デフォルトでは、admin ユーザは自分と同じグループに所属するユーザの表示/追加/編集/削除/割り当て
だけが実行できます。一方、
global-admin は新しく作成したユーザに設定できる新しいロールで、グループ
の割り当てにかかわらず、すべてのユーザへのアクセス/更新を行うことができます。
ユーザインタフーェスの拡張
標準画面が変更され、ユーザにとっては従来よりも使いやすくなりました。検索機能がユーザ管理ポート
レット− ユーザリストタブに統合され、ポートレット管理にはポートレットの概要を表示するポートレットビル
ダタブが追加されました。
ログ機能の向上
アプリケーションのログ機能に Jakarta Commons Log4jが実装されました。ログエントリのフォーマットが高
速化され、タイムスタンプがミリ秒まで表示されるようになりました。
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構成
このセクションでは以下の項目について説明します。
• NXJ ポータルディレクトリ
•
•

データベース
Email プロパティ

NXJ ポータルディレクトリ
NXJ ポータルディレクトリとは、NXJ ポータルソフトウェアがインストールされているディレクトリです。ディレ
クトリの場所はアプリケーションサーバによって異なります。このマニュアルでは、NXJ ポータル ディレクト
リを<NXJPortal>と表記します。以下の表に、NXJ ポータル Web アプリケーションディレクトリの場所をアプ
リケーションサーバのタイプごとに示します。
アプリケーション
サーバ
JBoss
WebSphere
WebLogic
Oracle

<NXJPortal> の場所
<UNIFY_WORK>/jboss/server/default/deploy/
Unify<ControlCenterName>EAR.ear/Unify<ControlCenterName>Portal.war
<UNIFY_WORK>/controlCenters/<ccName>/app/
Unify<ControlCenterName>EAR.ear/Unify<ControlCenterName>Portal.war
<UNIFY_WORK>/controlCenters/<ccName>/app/
Unify<ControlCenterName>EAR.ear/Unify<ControlCenterName>Portal.war
<OracleHome>/j2ee/home/applications/
Unify<ControlCenterName>EAR/Unify<ControlCenterName>Portal

説明
<ControlCenterName>はコントロールセンタの名称です。デフォルトでは ControlCenter です。
<OracleHome>は Oracle アプリケーションサーバのインストールディレクトリです。
<UNIFY_WORK>は Unify の作業ディレクトリです。デフォルトの作業ディレクトリは、
C: ¥Unify¥NXJWork（
Windows）、または/opt/Unify/NXJWork （
UNIX）
です。インストール時に別のディレ
クトリを指定することもできます。
データベース
現在、NXJ ポータル はデフォルトのデータベースとして PointBase を同梱しており、インストール時に自動
的に設定されます。Unify NXJ ポータルには MS SQL Server とOracle データベースの設定も同梱されて
おり、こちらを使用することもできます。
データベースをPointBaseからOracle または MS SQL Serverに切り替えるステップは、以下のとおり
です。
1. <NXJPortal>¥web-inf¥conf に移動します。
2. 名称を現在の Torque.properties からTorque-pointbase.properties に変更します。
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3. Torque-oracle.properties または Torque-mssql.properties を変更して、有効なデータベースURL を
指定します。以下の 2 つのプロパティを変更する必要があります。
Torque.dsfactory.PFS.connection.url
Torque.database.PFS.url
4. 同様に、Torque-oracle.properties を Torque.properties に変更します。プログラムが
Torque.properties ファイルからデータベースプロパティを読み取るためです。
My SQL を使用する場合は、Web ページでマニュアルの補足説明を参照してください。

Email プロパティ
NXJ ポータルの E メールポートレットを利用するには、最初にE メールプロパティを設定します。ホスト名
とプロトコルは対応するインターネットアカウントとメールサーバのコンポーネントなので、E メールの送受
信が正しく管理できるように定義する必要があります。
E メールのプロパティを設定するステップは、以下のとおりです。
1. <NXJPortal>¥WEB-INF¥conf に移動します。
2. email.properties ファイルを開きます。このファイルのE メール設定は以下のとおりです。
(1) hostname = localhost
(2) protocol = pop3
(3) SMTP_USER =
(4) SMTP_PORT =
(5) SMTP_CONN_TIMEOUT =
(6) SMTP_TIMEOUT =
(7) SMTP_FROM =
(8) SMTP_LOCALHOST =
(9) SMTP_EHLO =
(10) SMTP_AUTH =
(11) SMTP_DSN_NOTIFY =
(12) SMTP_DSN_RET =
(13) SMTP_ALLOW8BITMIME =
(14) SMTP_SEND_PARTIAL =
(15) SMTP_SASL_REALM =
(16) SMTP_QUIT_WAIT =
(17) IMAP_PORT =
(18) IMAP_PARTIAL_FETCH =
(19) IMAP_FETCH_SIZE =
(20) IMAP_TIMEOUT =
(21) IMAP_HOST =

（
1）
の hostname（
ホスト名）
は、グループや企業の E メールサービスを管理するWebサーバのイ
ンターネットアカウントです。この例のhostname は localhost です。ただし、使用するWebサーバ
プログラムによっては、exchla.servername.com（
exchange サーバ）
または mail.servername.com（
内
部/外部サーバ）といったサンプルのホスト名が使用できます。
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（
2）
の protocol（
プロトコル）は、他のインターネットポイントとメッセージを交換する際に使用するイ
ンターネットのルールです。上の設定例では pop3 が受信メールサーバです。使用できるサンプル
プロトコルには IMAPもあります。
3. 実装されているホスト名やプロトコルによっては、プロパティファイルを編集します。以下に、NXJ
ポータルでサポートするホスト名とプロトコルの表を示します。
ホスト名

exchla.servername.com

mail.servername.com

プロトコル

IMAP または pop3

pop3
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セキュリティ
このセクションでは以下の項目について説明します。
• ユーザ管理
• LDAP
NXJ ポータルに実装されているセキュリティの考え方は、ロールと権限という側面からユーザを管理する
ことです。ユーザ名とパスワードの認証は、LDAP とSingle Sign On というオープンソースアプリケーション
で行います。
ユーザ管理
NXJ ポータルセキュリティ管理は、
Jetspeed セキュリティとTurbine セキュリティ管理機能によって実装され
たセキュリティモデルに準拠しています。NXJ ポータルのセキュリティサービスは、ポータルサーバの標準
ベースセキュリティオブジェクトモデルを定義するインタフェースのセットで動作します。
• Users - ポータルシステムのユーザ。
• Permissions - ポータルリソースへのポータルパーミッション（
表示、カスタマイズ、最小化、最大化
など）
。
• Groups - ユーザはロールを通じてグループに関連づけられる。
• Roles - ユーザは複数のロールを持つことができる。ポータルリソース（
ポートレット、PSML など）
へのアクセスはロールで制御します。
NXJ ポータルモジュールが使用またはアクセスするテーブルの一覧は、HSQL データベースマネージャで
確認できます。HSQL データベースマネージャを実行するには、<NXJPortal>¥webinf¥db の
managedb.bat をクリックします。
アプリケーションでは以下のデータベーステーブルが使用されます。
• ARCHIVE - article_details のアーカイブファイルを格納
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARCHIVE_FILE_FOLDER - doc_file フォルダのアーカイブファイルを格納
ARTICLE_DETAILS - ドキュメントアップローダポートレットからアップロードしたすべてのファイル
を格納
BBARCHIVE - 掲示板ポートレットでアップロードするファイルをすべて格納
DOC_FOLDER - フォルダブラウザポートレットで追加するファイルをすべて格納
DOC_FILE_FOLDER - 各フォルダのアップロードファイルのリストを格納
TURBINE_GROUP - ポータルのグループを保持
TURBINE_PERMISSION - ポータルで利用できるパーミッションを保持
TURBINE_ROLE - ポータルで利用できるロールを保持

•

TURBINE_ROLE_PERMISSION - ポータルのロールとそのロールに付与されているパーミッショ
ンを格納
TURBINE_USER - ポータルのユーザを保持

•

TURBINE_USER_GROUP_ROLE - グループのユーザのロールを定義
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注
ポータルサーバのデータベースに実際のファイルが格納されているわけではありません。
上で示したファイルは、実際のファイルをfilename（
ファ
イル名）
とauthor（
作者）で示したディレクトリのパスです。

LDAP
LDAP とは Lightweight Directory Access Protocolのオープンソース実装で、ディレクトリサービスにアクセ
スすることができます。
NXJ ポータルは LDAP 実装によってユーザ認証を行います。NXJ ポータルには
JetspeedResource.properties ファイルが組み込まれています。
LDAP を設定するステップは、以下のとおりです。
1. JetspeedSecurity.properties を他のファイル名に変更します（
例：
JetspeedSecurityTurbine.properties）
。
2. 次に JetspeedSecurity-ldap.properties を JetspeedSecurity.properties に変更します。
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ポータルアプリケーションの起動
NXJ ポータルは、NXJ コントロールセンタ配備時にデフォルトで配備されます。NXJ コントロールセンタの
詳細については、『
NXJ 管理者ガイド』を参照してください。
使用しているOS を選択して以下の手順を実行すると、NXJ ポータルアプリケーションが利用できるように
なります。
NXJ ポータルの起動
Windows で NXJ ポータルを起動する方法
NXJ コントロールセンタで NXJ ポータルのリンクをクリックします。NXJ コントロールセンタにアク
セスするには、スタート> すべてのプログラム > Unify NXJ > 管理ツール > Control Center を
選択します。
または、ブラウザを開いてアドレスバーにhttp://localhost:8080/<controlCenter>/NXJPortal と入力
します。ポート番号はデフォルトの 8080 ではない可能性もあります。<controlCenter>はコントロー
ルセンタの名称です。
Linux で NXJ ポータルにアクセスする方法
ブラウザを開いて、アドレスバーに http://localhost:8080/<controlCenter>/NXJPortalと入力します。
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ログインとログアウト
ログイン
NXJ ポータルアプリケーションが起動したら、有効なユーザ名とパスワードを入力してログインし、NXJ ポ
ータルが使用できるようにします。
1. ホームページ右上にあるログインのリンクをクリックします。

2. Account Login ボックスで、デフォルトのユーザ名とパスワードを入力します。Username フィールド
には admin、Password フィールドには admin を入力します。

注
ユーザ名とパスワードは大文字と小文字を区別します。

3. Login をクリックします。
ログアウト
ログアウトするには、ホームページ右上にあるログアウトのリンクをクリックします。
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パネルの基本コンポーネント
NXJ ポータルには、下図のようにポータル管理の各領域にタブを持つページがあります。

1. ヘッダ - ポータルの上部です。Unify ロゴ、ナビゲーションリンク(Home 、Login、Help、Logout)、
現在ログイン中のユーザ名が表示されます。
注
Home、Login、Help のリンクは正しくログインする前に表示されます。

2. ナビゲーションバ ー - ヘッダとポートレット領域を区別する細長いバーです。ナビゲーションバーに
は、ポータルタブとバーの右端にあるメインカスタマイザリンクがあります。
3. メニュー - 一部のペインでは、ポートレットがメニューとして表示されます。メニューはペインの左端
に配置されるか（メニューペインレイアウト）、ペインの上部に配置されます（タブペインレイアウト）
。
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4. ポータル領域 - ナビゲーションバーと、現在選択しているペイン（タブ）の内容で構成されます。
5. ペイン - ポートレットやペインのコンテナです。ペインの内部にあり、ポータルに追加するリソースを
示します。
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ポータル のカスタマイズ
カスタマイザ
このセクションでは以下の項目について説明します。
• ペインの追加
•
•

ポートレットの追加
レイアウトの管理

カスタマイザを使用してポータルのコンテンツを管理します。カスタマイザでは新しいペインやポートレット
を追加し、これらのペインとポートレットのレイアウトを行います。
ポータルはペインとポートレットで構成されています。ルートコンテナをペインと呼びます。ポートレットや、
場合によってはペインも、このコンテナに含めることができます。
ペインとポートレットをカスタマイズするには、編集するペインに対応するカスタマイザアイコン をクリッ
クします。ナビゲーションバーの右端にあるメインカスタマイザアイコンをクリックしてもかまいません。
メインカスタマイザアイコンはカスタマイザペイン画面にあり、以下の処理を行うことができます。
• ペインの追加/削除/移動（
メニューペインとタブペインのみ。これらのペインには他のペインが含ま
れる）
•
•

ペインの名称を変更
ポートレットの追加/削除/移動

•

ペインの現在のレイアウトを変更

注
カスタマイザ機能が利用できるのは、admin 、global-admin 、customizerロールを持つユーザだけです。

ペインの追加
ペインを追加するステップは以下のとおりです。
1. ナビゲーションバーのカスタマイザアイコン をクリックします。
2. ペインのカスタマイズ画面で、Add pane をクリックします。
3. 追加するペインの名称（
例：
News）を入力し、Apply をクリックします。
注
新しく追加したペインがリストに表示されていることを確認します。.

4. Apply をクリックしてペインを保存し、作業を終了します。
ポートレットの追加
ポートレットを追加するステップは以下のとおりです。
1. ポートレットを追加するタブに対応するカスタマイザアイコン をクリックします。
2. ペインのカスタマイズ画面で、Add Portlet をクリックします。
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注
レイアウトドロップダウンリストでメニューペインまたはタブペインを選択している場合、
Add Portlet ボタンは表示されません。.

3. 追加するポートレットに対応するチェックボックスをクリックし、Apply をクリックします。
ヒント
リスト内を移動するには、Next >> ボタンおよび<< Previous ボタンをクリックします。
.

4. Save and Apply をクリックしてポートレットを追加し、作業を終了します。
レイアウトの管理
カスタマイザインタフェースにはレイアウトが選択できるドロップダウンリストボックスがあり、ポータルのコ
ンテンツを管理することができます。

以下のようなレイアウトオプションがあります。
• Menu Pane -画面の左側にポートレットの一覧をメニューとして表示し、画面の右側には選択したポ
ートレットのコンテンツを表示
•

One Column - すべてのポートレットを 1 列で表示

•

Single Row - すべてのポートレットを1 行で表示

•

Tab Pane -画面上部にポートレットの一覧をメニューとして表示し、画面の中央には選択したポート
レットのコンテンツを表示

•

3 Column (33/33/33) – 3 列のポートレットを表示。括弧内の数字は各列が使用するページの割合
（
%）
です。

•

2 Column (25/75, 50/50, 75/25) - すべてのポートレットを 2 列で表示。括弧内の数字は各列が使
用するページの割合（
%）
です。

メニューペインとタブペインのレイアウト以外では、ポートレットは各ポートレットにある他のレイアウトボタ
ンを使ってさらに配置することができます。これらのボタンを使うと、ポートレットを上下左右に移動させたり、
削除したりすることができます。
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ホームページカスタマイザ

ホームページのカスタマイズは、admin パーミッション、
global-admin、customizer ロールを持つユーザだけ
が実行できます。この機能を使用するには 、最初にホームページカスタマイザポートレットを追加する必要
があります。このポートレットは、デフォルトではポータルに追加されていません。
ホームページのナビゲーションバーにはカスタマイザがありません。ただし、ホームページのコンテンツや
外観はホームページカスタマイザポートレットからでも変更できます。（
「
ポートレットの追加」を参照してくだ
さい）
ホームページのコンテンツや外観を変更するには、Select Portlet for Default Pa ge リンクをクリックします。
ホームページのペインのカスタマイズ画面が表示されます。現在のページのコンテンツを管理する方法に
ついては、このマニュアルの「
カスタマイザ」
のセクションを参照してください。
ホームページに設定されているデフォルトのポートレットを置き換える以外にも、そのポートレット（
ポータ
ルファウンデーションサーバポートレット）のコンテンツを編集してホームページの外観をカスタマイズする
こともできます。ただし、この作業は手動で行います。
デフォルトのホームページポートレットのコンテンツを編集するステップは以下のとおりです。
1. <NXJPortal>¥WEB-INF¥templates¥vm¥portlets¥html ディレクトリに移動します。
2. services_main.vm ファイルを開きます。
<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td><img src="images/Splashv3_2.jpg" alt="splash" width="800" height="325" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">Please visit <b><a href="http://www.gluecode.com" target="_blank">www.gluecode.com</a></b>
to get the latest product update and documentation</td>
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</tr>
<tr>
<td align="center"><br>
Version No.&nbsp;$config.getString("version.number")&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Build No.&nbsp;$config.getString("build.number")&nbsp;&nbsp;
</td>
</tr>
</table>
3.

必要な変更を行い、ファイルを保存します。

ヒント
ブラウザの Refresh ボタンをクリックすると、更新したホームページが表示されます。.
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ポートレット
ポートレットは、動的コンテンツを生成するコンテナが管理する Web コンポーネントとして定義されます。つ
まり、ポートレットとは、Web サーバが動的にロードして実行できるアーキテクチャに中立なバイトコードに
コンパイルされた、プラットフォームに依存しない Java クラスです。ポートレットはサーブレットとは違ってポ
ータルを介して Web クライアントと間接的に対話します。一方、サーブレットは通常Web クライアントと直
接的に対話します。ポートレットとWeb クライアントとの対話は、ポートレットコンテナ（
HTTP）
によって実装
された要求応答パラダイムを通じて実現されます。
ポートレットは、ポータルに組み込んでポータルで実行する特殊なサーブレットであり、広い意味でポータ
ルページに蓄積するように設計されています。そして、ポータルインフラストラクチャに依存して機能します。
ポートレットは 1 件の要求を処理する過程で呼び出され、ポートレットで生成したコンテンツは、各ポートレ
ットの出力内容をページに追加して 1 ページにまとめられます。ポートレットではポータルの範囲内でまと
めることができるマークアップフラグメントが生成されます。これにはポータルでの収集対象となるリンク、
アクション、コンテンツが含まれます。
view モードでは、各ポートレットのタイトル バーにモード切替が可能なボタンが配置されています。以下に
ポートレットモードの一覧を示します。

アイコン

モード/
アクション

説明

なし

view

カスタマイザのポートレットを選択し、コンテンツを表示します。

customize

プロファイルで選択したポートレットをカスタマイズします。

info

ポートレットに関する追加情報を表示します。

maximize

ポートレットを全画面モードで表示します。

minimize

ポートレットを最小化し、タイトルだけを表示します。

close

ポートレットを一時的に閉じ、タイトルと内容を非表示にします。

print

現在のポートレットを 印刷用の形式 で表示します（
ナビゲーションや
ポートレットコントロールは使用しません）。使用するデフォルト画面テ
ンプレート
/レイアウトは、jr.props の action.print.template プロパティを
カスタム画面テンプレートに設定するとオーバーライドできます。
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ユーザ管理
メインユーザメンテナンス
このセクションでは以下の項目について説明します。
• ユーザの追加
•
•
•

ユーザの詳細の編集
ユーザの削除
ユーザの検索

Main User Maintenance ポートレットはユーザ管理の主要処理画面で、ポータルに新しいユーザを追加し
たり、現在のユーザを編集、削除、表示することができます。
User Mgmt.タブをクリックし、User Mgmt.メニューでMain User Maintenance をクリックして、このポートレ
ットにアクセスします。
このポートレットは、Add User タブとUser List タブで構成されています。

Main User Maintenance - Add User tab画面
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Main User Maintenance - User List tab 画面

ユーザを追加するステップは以下のとおりです。
1. Main User Maintenance ポートレットの Add User の画面で、ユーザの詳細を入力します。以下に例
を示します。
フィールド
ラベル
User Details

フィールド名
Username *

サンプル値
JSmith

説明

Password *

js123

任意の文字 または数字

First name *

John

追加しようとするユーザの有効な名前

Last name *

Smith

Email

jsmith@abc.com

追加しようとするユーザの有効な姓
追加しようとするユーザの実際の E メ
ールアドレス

割り当て済みの有効なユーザ名

* - 必須フィールド

2. ドロップダウンリストからユーザテンプレートを選択します。またはこのテンプレートを新しいポータ
ルテンプレートに設定して、他のユーザが参照できるようにします。
3. グループとロールの表を使用して、ユーザにグループの ロールとメンバシップを設定します。
以下の 2 つのオプションがあります。
a. 追加するユーザに付与するグループメンバシップとロールのチェックボックスをクリックしま
す。
または
a. Copy User Profile リンクをクリックして、User List タブに移動します。
b. 表示された一覧でCopy Profile リンクをクリックし、該当するプロファイルをコピーします。
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注
1 人のユーザに複数のロールを設定して、複数のグループのメンバにすることができます。ロールとメンバシップを指定しない場
合は、デフォルトのロールとグループが割り当てられます。

4. Add User ボタンをクリックし、作業を終了します。取り消すためには、Cancel をクリックします。
ユーザの詳細を編集するステップは以下のとおりです。
1. Main User Maintenance ポートレットの User List で、編集しようとするユーザの Edit リンクをクリッ
クします。
2. Edit User タブにユーザの詳細が表示されます。必要な変更を行います。
3. Update User ボタンをクリックし、変更内容を保存します。取り消すためには、Cancel をクリックし
ます。
ユーザを削除するステップは以下のとおりです。
1. Main User Maintenance ポートレットの User List で、削除しようとするユーザの Remove リンクをク
リックします。
2. ユーザの詳細のすぐ下にある Confirm Deletion ボタンをクリックし、そのユーザを完全に削除し
ます。取り消すためには、
Cancel をクリックします。
ユーザを検索するステップは以下のとおりです。
1. Main User Maintenance ポートレットの User List で、Search by ドロップダウンリストのオプションを
選択し、検索範囲を絞り込みます。
ヒント
全ユーザの一覧を表示するには、Search by ドロップダウンリストで All を選択し、Search をクリックします。
.

2. フィールドにユーザ名（
またはキーワード）
を入力します。
3. Search ボタンをクリックすると検索が開始されます。検索が終了すると結果が表示されます。

Group Browser
このセクションでは以下の項目について説明します。
• グループの追加
• グループの削除
Group Browser ポートレットでは、新規グループを作成したり既存のグループを削除したりできます。
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User Mgmt.タブをクリックし、User Mgmt.メニューでGroup Browserをクリックして、このポートレットにアク
セスします。

グループ
同じ機能、関連、特性を持つユーザは、グループという1 つのまとまりに所属します。グループにはそれぞ
れロールを設定することができます。（
「
Security Role Browsery」を参照してください）
。
グループを追加するステップは以下のとおりです。
1. Group Browser ポートレットで、Add Group ボタンをクリックします。
2. フィールドにグループ名を入力します。
3. Add group ボタンをクリックし、新しいグループを保存します。グループ一覧に戻るには、
Back を
クリックします。
グループを削除するステップは以下のとおりです。
1. Group Browser ポートレットで、削除するグループの Remove リンクをクリックします。
2. Confirm Deletion ボタンをクリックし、そのグループを完全に削除します。グループ一覧に戻るに
は、Back をクリックします。

Security Role Browser
このセクションでは以下の項目について説明します。
• ロールの追加
• ロールの削除
Security Role Browser ポートレットでは、新規ロールの作成や、既存のロールの削除が行なえます。
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User Mgmt.タブをクリックし、User Mgmt.メニューでSecurity Role Browser をクリックして、このポートレット
にアクセスします。

ロール
ロールは権限とも呼ばれ、User Maintenance ポートレットで設定するパーミッションです。
ポータルのデフォルトロール/権限は以下のとおりです。
• User - ポータルの一般ユーザで、デ フォルトポートレットを表示。デフォルトポートレットは管理者が
定義し、User Maintenance で追加された新規ユーザのテンプレートとして設定されます。
•

Admin -管理者ともいい、特定のグループを追加、削除、表示できる権限/ロールを保持

•

Guest - デフォルトロールで、ユーザロールのユーザへのフルアクセス、グループロールのユーザ
への表示アクセスを行なう

•

Pb-admin - Portlet Builder Administrator の略で、ポートレットビルダポートレットをメンテナンスする
権限/ロールのみ保持

•

Bb-admin - Bulletin Board Administrator の略で、ポータルの掲示板をメンテナンスする権限/ロー
ルのみ保持

•

Customizer - ポータルレイアウトを管理するほか、ペインやポートレットを追加/削除するパーミッシ
ョンを持つ権限/ロール

•

Global-admin - Global Administrator の略で、ポータルサーバのメンテナンスができる機能を持つ
全般的な権限/ロール

ロールを追加するステップは以下のとおりです。
1. Security Role Browser ポートレットで、Add Role ボタンをクリックします。
2. フィールドにロール名を入力します。
3. Add Role ボタンをクリックし、新しいロールを保存します。ロール一覧に戻るには、Back をクリック
します。
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ロールを削除するステップは以下のとおりです。
1. Security Role Browser ポートレットで、削除するロールの Remove リンクをクリックします。
2. Confirm Deletion ボタンをクリックし、そのロールを完全に削除します。ロール一覧に戻るには、
Back をクリックします。

Security Browser
このセクションでは以下の項目について説明します。
• セキュリティの追加
• セキュリティアクセスの追加
• セキュリティアクセスの削除
• セキュリティ詳細の編集
•

セキュリティの削除

Security Browser ポートレットでは、新規セキュリティの作成や、既存のセキュリティの編集、削除が行なえ
ます。
User Mgmt.タブをクリックし、User Mgmt.メニューでSecurity Browserをクリックして、このポートレットにア
クセスします。

セキュリティ
セキュリティとは、指定したユーザやグループに与えられるパーミッションで、特定のポートレットへのアク
セスが可能です。
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セキュリティを追加するステップは以下のとおりです。
1. Security Browser ポートレットで、Add Security リンクをクリックします。
2. Security Details で、追加するセキュリティの名前、タイトル、説明を入力します。
3. Insert Security ボタンをクリックし、以下の作業を続けます。セキュリティ一覧に戻るには、
Back to
Browserをクリックします。
注
新しく作成したセキュリティには必ずセキュリティアクセスを追加します。

セキュリティアクセスを追加するステップは以下のとおりです。
1. Security Access タブをクリックします。
2. Add Security Access で、追加するセキュリティアクセスのタイプと値を選択します。
ヒント
続けてセキュリティアクセスを追加するには、手順 1 と2 を繰り返します。

3. Back to Browser をクリックしてセキュリティ一覧に戻ります。
セキュリティアクセスを削除するステップは以下のとおりです。
1. Security Browser ポートレットで、削除したいセキュリティアクセスの Edit リンクをクリックし
ます。
2. Security Access タブをクリックします。
3. Remove Security Access で、削除するアクセスのチェックボックスをクリックします。
4. Remove Security Access ボタンをクリックします。
5. Back to Browser をクリックしてセキュリティ一覧に戻ります。
セキュリティの詳細を編集するステップは以下のとおりです。
1. Security Browser ポートレットで、編集するセキュリティの Edit リンクをクリックします。
2. Update Security Details タブで、必要な変更を行います。
3. Update Security ボタンをクリックし、変更内容を保存します。セキュリティ一覧に戻るには、Back
to Browser をクリックします。
注
セキュリティの詳細を更新した後でセキュリティアクセスを編集することもできます。その場合は、
Security Access タブに移動してセキュリティアクセ
スの詳細に必要な変更を行います。

セキュリティを削除するステップは以下のとおりです。
1. Security Browser ポートレットで、削除するセキュリティの Delete リンクをクリックします。
2. Delete Security Entry ボタンをクリックすると、セキュリティが完全に削除されます。Back to
Browser をクリックします。
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ポートレットの管理
Portlet Builder
このセクションでは以下の項目について説明します。
• ポートレットの作成
• ポートレットの詳細を編集
•

ポートレットの検索

Portlet Builder ポートレットとは、新しいポートレットの作成や、既存のポートレットの編集、検索を行なうポ
ートレット管理の主要な作業画面です。
Portlet Builder タブをクリックし、Portlet Builder メニューで Portlet Builder をクリックして、このポートレット
にアクセスします。
このポートレットは、Add Portlet タブとPortlet List タブで構成されています。

Portlet Builder - Add Portlet tab画面
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Portlet Builder - Portlet List tab画面

ポートレットを作成するステップは以下のとおりです。
1. Portlet Builder ポートレットの Add Portlet タブで、Title 、Portlet Name、Portlet Description フィール
ドにポートレットの詳細を入力します。
2. セキュリティ参照のドロップダウンリストで、セキュリティ参照を1 つ選択します。
3. カテゴリとグループのドロップダウンリストで、ポートレットのカテゴリとグループをそれぞれ選択し
ます。
4. Type ドロップダウンリストで、作成するポートレットのタイプを選択します。
HTML:
a. テキストエリアに HTML スクリプトを入力します。
b. HTML スクリプトでイメージファイルを参照した場合は、このファイルをサーバにア
ップロードします。イメージはポートレットイメージフォルダに保存されます。
または
a. フィールドに HTML ファイルのパスを入力するか、Browse ボタンをクリックしてパ
スを指定し、HTML ファイルをアップロードします。
URL:
Enter Source URL フィールドに URL を入力します。
Secure URL:
a. Enter Source URL フィールドに URL を入力します。
b. URL Encode group または Basic group のラジオボタンをクリックします。
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c.

フィールドに詳細を入力します。

RSS:
Enter RSS URL フィールドの反対側に RSS URL を入力します。
Document Viewer:
a. Choose Folderフィールドのグループに表示されているフォルダから1 つ選択して
クリックします。クリックするとハイライトされます。
b. Add >> ボタンをクリックすると、ハイライトされたフォルダが反対側のボックスに移
動します。
Web サービス:
a. 各フィールドに SOAP メソッド名、エンドポイントURL、メソッドネームスペース URI
の詳細を入力します。
b. ドロップダウンリストから入力パラメータを選択し、各フィールドにパラメータの説明
を入力します。
データベース:
a. 各フィールドにデータベース URL、ドライバ、ユーザ、パスワードの詳細を入力し
ます。
b. Next をクリックし、ドロップダウンリストからデータベースURL に関連するChoose
Table をクリックします。
c. Next をクリックし、Choose Fields スクロールボックスの項目をクリックして、該当す
るフィールドを選択します。Add >> ボタンをクリックして、選択した項目を追加しま
す。
d. SQL 文を選択スクロールボックスの項目をクリックして、対応する SQL 文を選択し
ます。Add >> ボタンをクリックして、選択した項目を追加します。
XML:
フィールドに XML および XSL ファイルのパスを入力するか、Browse をクリックして、使用
する XML および XSL ファイルを指定します。
5. Create をクリックすると作業が終了します。
注
ポートレット作成の詳しい例については、NXJ ポータルチュートリアルを参照してください。

ポートレットの詳細を編集するステップは以下のとおりです。
1. Portlet Builder ポートレットで、Portlet List タブをクリックします。
2. 編集したいポートレットの Edit リンクをクリックします。
3. Edit Portlet タブで、必要な変更を行います。
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4. Update ボタンをクリックし、変更内容を保存します。ポートレットの追加ページに戻るには、Cancel
をクリックします。
ポートレットを検索するステップは以下のとおりです。
1. Portlet Builder ポートレットで、Portlet List タブをクリックします。
2. 検索方法ドロップダウンリストのオプションを選択し、検索範囲を絞り込みます。
3. Search ボタンをクリックします。
注
検索が終了すると、ページ下部に結果が表示されます。

ポートレットの削除
Portlet Remover ポートレットでは、ユーザが作成したポートレットを一時的にポートレットから削除すること
ができます。削除したポートレットは、ポートレット削除ライブラリに保存されます。
Portlet Builders タブをクリックし、Portlet Builders メニューでポートレットの Remove をクリックして、このポ
ートレットにアクセスします。
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ポートレットを削除するステップは以下のとおりです。
1. Portlet Remover ポートレットで、削除するポートレットのチェックボックスをクリックします。
ヒント
ポートレットリスト内を移動するには、
Previous とNext リンクをクリックします。

2. Remove ボタンをクリックすると、ポートレットが Portlet Delete Library に移動します。または
Cancel をクリックします。
.

Portlet Delete Library
このセクションでは以下の項目について説明します。
• ポートレットを元の場所に戻す
•

ポートレットを完全に削除

Portlet Delete Library ポートレットには、Portlet Remover で削除したポートレットを一時的に保管する機能
があります。また、このポートレットでは、削除したポートレットを元の場所に戻したり、ポータルから完全に
削除することもできます。
Portlet Builders タブをクリック、Portlet Builders メニューで Portlet Delete Library をクリックして、このポート
レットにアクセスします。

ポートレットを下の場所に戻すステップは以下のとおりです。
1. Portlet Delete Library ポートレットで、元の場所に戻すポートレットのチェックボックスをクリックしま
す。
ヒント
ポートレットリスト内を移動するには、
P revious とNext リンクをクリックします。

2. Restore ボタンをクリックすると、ポートレットが元の場所に戻ります。
取り消すためには、
Cancel
をクリックします。
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ポートレットを完全に削除するステップは以下のとおりです。
1. Portlet Delete Library ポートレットで、完全に削除するポートレットのチェックボックスをクリックしま
す。
ヒント
ポートレットリスト内を移動するには、
Previous とNext リンクをクリックします。

2. Remove ボタンをクリックすると、ポートレットが完全に削除されます。
取り消すためには、Cancel
をクリックします。

Category Browser
このセクションでは以下の項目について説明します。
• カテゴリの追加
• カテゴリの削除
Category Browser では、管理者がポータルに新しいカテゴリを追加したり、既存のカテゴリを削除したりで
きます。
Portlet Builders タブをクリックし、Portlet Builders メニューでCategory Browser をクリックして、このポートレ
ットにアクセスします。

Category
カテゴリとは、ポートレットの分類です。
カテゴリを追加するステップは以下のとおりです。
1. Category Browser ポートレットで、Add Category ボタンをクリックします。
2. フィールドにカテゴリ名を入力します。
3. Add Category ボタンをクリックし、新しいカテゴリを保存します。カテゴリの一覧に戻るには、
Cancel をクリックします。
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カテゴリを削除するステップは以下のとおりです。
Category Browser ポートレットで、削除するカテゴリの Remove リンクをクリックします。
警告
Remove リンクをクリックすると、カテゴリは自動的に削除されます。

Portlet Group Maintenance
このセクションでは以下の項目について説明します。
• ポートレットの詳細を表示
•

カテゴリとグループをポートレットに追加
• ポートレットのカテゴリとグループを削除
Portlet Group Maintenance では、ポートレット、説明、カテゴリ、グループが表示できます。このポートレット
では、ポートレットの新しいカテゴリとグループ、または既存のカテゴリとグループの再割り当てや削除もで
きます。
Portlet Builders タブをクリックし、Portlet Builders メニューでPortlet Group Maintenance をクリックして、こ
のポートレットにアクセスします。
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ポートレットの詳細を表示するステップは以下のとおりです。
1. Portlet Group Maintenance ポートレットで、
Portlets 列の項目をクリックします。ポートレットの詳細
が表示されます。
2. Back to portlet list リンクをクリックすると、元のポートレット一覧に戻ります。
ポートレットにカテゴリとグループを追加するステップは以下のとおりです。
1. Portlet Group Maintenance ポートレットで、編集するポートレットの Edit リンクをクリックします。ポ
ートレットの詳細が表示されます。
2. Add New Entry ボタンをクリックします。
3. 各ドロップダウンリストボックスから、カテゴリとグループを選択します。
4. Submit をクリックして保存します。元のポートレット一覧に戻るには、
Back to portlet list リンクをク
リックします。
ポートレットのカテゴリとグループを削除するステップは以下のとおりです。
1. Portlet Group Maintenance ポートレットで、削除するカテゴリとグループのポートレットの Remove リ
ンクをクリックします。ポートレットの詳細が表示されます。
2. 削除するカテゴリとグループのチェックボックスをクリックします。
3. Submit をクリックすると、このポートレットのカテゴリとグループが削除されます。または、
Back to
portlet list リンクをクリックすると、元のポートレット一覧に戻ります。

Portlet Security Maintenance
このセクションでは以下の項目について説明します。
• ポートレットの詳細を表示
• セキュリティリファレンスの編集
•

セキュリティリファレンスの削除

Portlet Security Maintenance では、ポートレット、説明、セキュリティリファレンスが表示できます。このポー
トレットで、ポートレットのセキュリティリファレンスの編集、削除を行なうこともできます。
Portlet Builders タブをクリック、Portlet Builders メニューで Portlet Security Maintenance をクリックして、こ
のポートレットにアクセスします。
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ポートレットの詳細を表示するステップは以下のとおりです。
1. Portlet Security Maintenance ポートレットで、Portlets 列の項目をクリックします。ポートレットの詳細
が表示されます。
2. ポートレット一覧に戻るには Back ボタンをクリックします。
セキュリティリファレンスを編集するステップは以下のとおりです。
1. Portlet Security Maintenance ポートレットで、編集するポートレットの Edit リンクをクリックします。ポ
ートレットの詳細が表示されます。
2. ドロップダウンリストで新規セキュリティを選択します。
3. Submit ボタンをクリックすると保存されます。ポートレット一覧に戻るには、Cancel をクリックしま
す。
セキュリティリファレンスを削除するステップは以下のとおりです。
1. Portlet Security Maintenance ポートレットで、削除するセキュリティリファレンスのポートレットの
Delete リンクをクリックします。ポートレットの詳細が表示されます。
2. Delete ボタンをクリックすると、このポートレットのセキュリティリファレンスが削除されます。ポート
レット一覧に戻るには、Cancelをクリックします。
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グループ作業ポートレット
Bulletin Board
このセクションでは以下の項目について説明します。
• 掲示板エントリの追加
• 掲示板エントリの表示
•

掲示板エントリの削除

Bulletin Board には、異なる機能を持つ3 つのポートレットが用意されています。Bulletin Board Editor
Bulletin Board Viewer、Bulletin Board Maintenance です。
Collaboration Portletsタブをクリックし、Collaboration PortletsメニューでBulletin Boardをクリックして、この
ポートレットにアクセスします。

Bulletin Board Editor 画面

掲示板エントリを追加するステップは以下のとおりです。
1. Bulletin Board Editor ポートレットの Title フィールドとSummary フィールドに、タイトルと要約をそ
れぞれ入力します。
2. テキストエリアにメッセージを入力するか、アップロードするファイルを選択します。
注
アップロードできるのは html ファイルとテキストファイルだけです。

3. Add Entry ボタンをクリックすると、新しい掲示板エントリが保存されます。
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Bulletin Board Viewer

掲示板エントリを表示するステップは以下のとおりです。
1. Bulletin Board Viewer ポートレットで、表示するエントリの表示アイコン をクリックします。
2. Back to Bulletin Board リンクをクリックして、掲示板エントリの一覧に戻ります。

Bulletin Board Maintenance

掲示板エントリを削除するステップは以下のとおりです。
Bulletin Board Maintenance ポートレットで、削除するエントリの削除アイコン

をクリックします。

警告
掲示板エントリは、削除アイコンをクリックすると自動的に削除されます。
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Calendarと Email
このセクションでは以下の項目について説明します。
• スケジュールの作成
• スケジュールの表示
• ログインとログアウト
（
E メール）
•

E メールフォルダの使い方

Calendar ポートレットでは、個人用またはグループ作業用のスケジュールを作成して表示できます。この画
面が Email ポートレットにもなります。この画面には、新規メッセージの受信、返信、転送、作成などの E メ
ール機能があります。画像やサウンドファイルなどテキスト以外のファイルは添付して送信します。個人に
メッセージを送るだけではなく、複数の人にまとめて送信することもできます。（
「
Email プロパティの設定」
を参照）
Collaboration Portletsタブをクリックし、Collaboration PortletsメニューでCalendar & Emailをクリックして、こ
のポートレットにアクセスします。

Calendar Portlet

スケジュールの作成
個人用のスケジュールを作成するステップは以下のとおりです。
1. Calendar ポートレットで Personal リンクをクリックすると、個人用スケジュールの作成ペインが表示
されます。
2. 表示された領域に予定やメモを入力します。
3. Submit をクリックすると、スケジュールが保存されます。入力したスケジュールの一覧が画面下部
に表示されます。
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グループごとのスケジュールを作成するステップは以下のとおりです。
1. Calendar ポートレットで Collaborative > Create Schedule メニューを開き、Group リンクをクリック
します。
2. 各フィールドに、タイトルと予定またはメモを入力します。
3. 一覧からグループを選択し、Add >> ボタンをクリックします。
4. Submit をクリックすると、スケジュールが保存されます。
個人ごとのスケジュールを作成するステップは以下のとおりです。
1. Calendar ポートレットで Collaborative > Create Schedule メニューを開き、Individual リンクをクリ
ックします。
2. 各フィールドに、タイトルと予定またはメモを入力します。
3. 一覧から個人を選択し、Add >> ボタンをクリックします。
4. Submit をクリックすると、スケジュールが保存されます。
スケジュールの表示
個人用スケジュールを表示するステップは以下のとおりです。
1. Calendar ポートレットで Personal リンクをクリックすると、個人用スケジュールの作成ペインが表示
されます。
2. ドロップダウンリストから月を選択して、検索範囲を絞り込みます。All を選択すると、すべての予
定が表示されます。
3. Go! をクリックすると、検索が開始されます。
ヒント
予定やメモを更新したり削除する場合は、予定やメモの Edit リンクや Remove リンクをクリックします。

グループおよび個人のスケジュールを表示するステップは以下のとおりです。
1. Calendar ポートレットで Collaborative メニューを開き、View Schedule リンクをクリックします。
2. 表示したい予定やメモのタイトルをクリックします。
3. Reply ボタンをクリックするとこのメモに返信できます。予定の一覧に戻るには、
Display List をクリ
ックします。
ヒント
予定やメモに返信したり、返信を表示したり、予定やメモを削除する場合は、予定やメモの Reply、View Replies、Deleteリンクをクリックします。

Unify NXJ ポータル管理者ガイド

40

Email Portlet

ログインとログアウト（E メール ）
E メールポートレットにログインするステップは以下のとおりです。
1. Email ポートレットで、フィールドにユーザ名とパスワードを入力します。
2. Submit をクリックします。
ヒント
最初の（ポータル）
ログオン時にユーザ名とパスワードとともに有効なE メールアドレスを入力すると、E メールポートレットが自動的に表示されま
す。

E メールポートレットからログアウトするステップは以下のとおりです。
Email ポートレットで、SignOutリンクをクリックします。ポートレットのログオン画面が表示されます。
E メールフォルダの使い方
新しい E メールフォルダを作成するステップは以下のとおりです。
1. Email ポートレットで Create Folder リンクをクリックすると、新規フォルダの作成ペインが表示され
ます。
2. フィールドにフォルダ名を入力します。
3. Create ボタンをクリックすると、新しいフォルダが追加されます。取り消すためには Cancel をクリッ
クします。
E メールフォルダを削除するステップは以下のとおりです。
Email ポートレットで、削除するフォルダの Delete リンクをクリックします。
フォルダとフォルダの内容が自動的に削除されます。
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ドキュメント管理
このセクションでは以下の項目について説明します。
• フォルダの追加
• フォルダの編集
•
•

フォルダの削除
ドキュメントのアップロード

ドキュメント管理モジュールは2 つのポートレットで構成されています。ドキュメントフォルダブラウザとドキ
ュメントアップローダです。ユーザは、掲示板にアップロードされたドキュメントと同様に、複数のファイル形
式のドキュメントをアップロードして検索することができます。このモジュールには、ドキュメントが保存され
ているフォルダを表示、追加、削除する機能もあります。
このポートレットにアクセスするには、Collaboration Portlets タブをクリックし、グループ作業ポートレットメ
ニューの Document Managementをクリックします。
注

Document Folder Browser

フォルダを追加するステップは以下のとおりです。
1. Document Folder Browser ポートレットで、
Add Folder ボタンをクリックします。
2. フィールドにフォルダ名を入力します。
3. グループ-ロールの表 JP で、このフォルダへのアクセスを許可するグループとロールのチェックボ
ックスをクリックします。
4. Add Folder ボタンをクリックすると、新しいフォルダが保存されます。フォルダ一覧に戻るには、
Back をクリックします。
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注
フォルダにマップしたグループやロールを持つユーザだけが、ドキュメントやファイルをそのフォルダにアップロードできます。ただし、global-admin
ロールはすべてのフォルダにアクセスできます。

フォルダを編集するステップは以下のとおりです。
1. Document Folder Browser ポートレットで、編集するフォルダの Edit リンクをクリックします。
2. 必要な変更を行い、Update Folder をクリックします。フォルダ一覧に戻るには、Back をクリックし
ます。
フォルダを削除するステップは以下のとおりです。
1. Document Folder Browser ポートレットで、削除するフォルダの Remove リンクをクリックします。
2. Confirm Deletion ボタンをクリックし、そのフォルダを完全に削除します。フォルダ一覧に戻るには、
Back をクリックします。

Document Uploader

ドキュメントをアップロードするステップは以下のとおりです。
1. Document Uploader ポートレットで、アップロードしようとするドキュメントのパスとファイル名を入力
するか、Browse...をクリックしてファイルを指定します。
2. 領域に説明を入力します。
3. ドキュメントを格納するフォルダをクリックします。フォルダがハイライトされます。
4. Add >> ボタンをクリックして、選択したフォルダを追加します。
5. Submit をクリックするとドキュメントがアップロードされます。
6. Update をクリックすると作業が終了します。
注
Date ボタンではコンピュータのシステム上の日付が適用されます。このボタンをクリックするとドロップダウンカレンダが表示されます。日付を変更
する場合はこのカレンダを使用します。
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ポータル検索
ポータル検索では、ドキュメントアップローダと掲示板エディタでサーバにアップロードした既存のドキュメ
ントを検索できます。ただしこのポートレットで検索できるのは、Portable Data File （
.pdf）
、Text（
.txt）
、
HyperText Markup Language（
.html）
、MS Word（
.doc）
のタイプのファイルだけです。.doc ファイル以外のフ
ァイルはポータルサーバで表示できます。.doc ファイルを表示するにはサーバからダウンロードする必要
があります。

このポートレットにアクセスするには Collaboration Portlets タブをクリックし、グループ作業ポートレットメニ
ューの Search をクリックします。

ドキュメントを検索するステップは以下のとおりです。
1. Portal Search ポートレットの Re-index リンクをクリックし、それまでにアップロードしたすべてのファ
イルをリフレッシュします。
2. 検索フィールドにドキュメント名を入力します。
3. Search ボタンをクリックすると検索が開始されます。
注
クエリのデフォルトアクションは、入力した単語と一致する語がファイルの内容とファイル名に含まれているファイルをすべて返すことです。
ファイルのカテゴリを選択してクエリを絞り込むことができます。ファイルのカテゴリには、
PDF（ドキュメントが Portable Data Fileの場合）
、BB（
掲示
板にアップロードされたドキ ュメントである場合）、アップロードファイル（サーバにアップロードされた全ドキュメントを検索する場合）があります。ま
たファイルの内容とファイル名を選択し、フィルタをかけて検索することもできます。その場合は、該当するラジオボタンをクリックします。
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デザイナポートレット
ヘッダデザイナ
ヘッダデザイナを使用すると、ポータルのヘッダを変更、修正が行えます。

このポートレットにアクセスするには Designer タブをクリックし、デザイナポートレットメニューでHeader
Designer をクリックします。

ヘッダデザインを変更するステップは以下のとおりです。
1. Header Designer ポートレットで、変更する項目の Yes ラジオボタンをクリックします。そのフィール
ドが変更可能になります。
Change Portal Title?
フィールドにポータルの新しいタイトルを入力します。
Change Current Logo?
Browse...をクリックし、ロゴファイルを指定します。
注
サイズの点で扱いやすいフォーマットとして、.jpg、.jpeg、.gif ファイルだけがアップロードできます。
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Change Current Background Image?
使用可能な背景イメージのドロップダウンリストから1 つ選択するか、Browse...をクリックしてイメ
ージファイルを指定します。
Change Current Background Color?
赤、緑、黒などの一般的な基本色を入力するか、背景色ラベルの反対側に表示される Color
Picker をクリックし、色見本から選択します。
注
背景イメージのアップロードを選択した場合は背景色を変更する必要はありません。逆に背景色を変更した場合も背景イメージをアッ
プロードする必要はありません。どちらか一方だけが適用されます。

Change Current Font Size?
6〜72 の数字を入力します。
Change Font Color?
赤、緑、黒などの一般的な基本色を入力します。または、背景色ラベルの反対側に表示される
Color Picker をクリックし、色見本から選択します。
ヒント
Default ボタンをクリックするとデフォルト設定に戻ります。
Reset ボタンをクリックするとすべてのフィールドがクリアされます。

2. Submit をクリックすると、変更が適用されます。
3. Apply をクリックすると作業が終了します。
Facts
Color Picker は黒から白までの標準色のテーブルで、
000000や FFFFFF といったコードで示すこともできます。このコードには 16 進法が使用され
ており、各桁の値は 0 から F です。16 進法のカラーシステムには 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Fが使用されます。0 はヌル値、F は最高値（フル）
を表します。
16進コードでは 6 桁を3 つのグループに区切ります

•

#XXxxxx：
赤は最初の 2 桁がフル（
FF）、残りの 4桁がヌル（
00）
です。

•

#xxXXxx：
緑は最初の 2 桁がヌル（
00）
、3番目と4 番目がフル（
FF）
、5番目と6 番目がヌル（
00）です。

•

#xxxxXX：
青は最初の 4 桁がヌル（
00）
、5番目と6 番目がフル（
FF）です。
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ポートレットデザイナ
ポートレットデザイナを使用すると、ポートレットのデザインの変更、修正が行なえます。
このポートレットにアクセスするには Designer タブをクリックし、デザイナポートレットメニューでPortlet
Designer をクリックします。

ポートレットデザインを変更するステップは以下のとおりです。
1. Portlet Designer ポートレットで、変更する項目の Yes ラジオボタンをクリックします。そのフィールド
が変更可能になります。
Portlet Design Theme
利用可能なテーマのドロップダウンリストからポートレットのテーマを選択します。
Tab Menu Theme
利用可能なテーマのドロップダウンリストからタブメニューのテーマを選択します。
Change Current Background Image?
使用可能な背景イメージのドロップダウンリストから1 つ選択するか、Browse をクリックしてイメー
ジファイルを指定します。
Change Current Background Color?
赤、緑、黒などの一般的な基本色を入力するか、背景色ラベルの反対側に表示される Color
Picker リンクをクリックし、色見本から選択します。
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注
背景イメージのアップロードを選択した場合に背景色を変更する必要はありませし、背景色を変更した場合も背景イメージをアップロー
ドする必要はありません。一方だけが適用されます。

Change Current Font Face?
ドロップダウンリストからフォントフェースを選択します。
Change Font Color?
赤、緑、黒などの一般的な基本色を入力するか、背景色ラベルの反対側に表示される Color
Picker リンクをクリックし、色見本から選択します。
ヒント
Default ボタンをクリックするとデフォルト設定に戻ります。
Reset ボタンをクリックするとすべてのフィールドがクリアされます。

2. Submit をクリックすると、変更が適用されます。
3. Apply をクリックすると作業が終了します。
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ポータルのアーキテクチャ
このセクションでは以下の項目について説明します。
• モジュールデザイン
• 使用したレジストリ
• Property ファイル
ファイル
Archive - ドキュメントビューワポートレットで削除するファイルとアップローダポートレットで編集す
るファイルを格納します。パスは次のとおりです。<NXJPortal>¥WEB-INF¥archive。
Deleted Files - ポートレットの削除で削除するポートレットを格納します。パスは次のとおりです。
<NXJPortal>¥WEBINF¥deletedFiles。
Document Files -掲示板でアップロードするドキュメントを格納します。パスは次のとおりです。
<NXJPortal>¥WEB- INF¥documents。
Image Files - ポートレットビルダ-HTML でアップロードするイメージを格納します。パスは次のと
おりです。<NXJPortal>¥Portlet Images。
Log Files - ポータルの動作をログファイルとして格納します。パスは次のとおりです。
<NXJPortal >¥WEB-INF¥logs。
PDF Files - ドキュメントアップローダでアップロードするPDF ファイルは、次のディレクトリに格納さ
れます。<NXJPortal> ¥pdf。
Text and HTML Files - ドキュメントアップローダでアップロードするPDF 以外のファイル（
テキスト
ファイルやHTML ファイル）
は、次のディレクトリに格納されます。<NXJPortal>¥others。
モジュールデザイン
ポートレットが動作中に使用するポートレットの一覧と対応するテーブルを以下に示します。
ARCHIVE - アップロードしたファイルは ARTICLE_DETAILS テーブルに格納されます。これらの
ファイルがアップロードされると、古いファイルはARCHIVE テーブルに格納されます。新しいファ
イルは ARTICLE_DETAILS に格納されます。削除したファイルは自動的に ARCHIVE テーブル
に格納されます。このようなファイル操作は Document Viewer ポートレットで実行されます。
ARCHIVE_FILE_FOLDER - DOC_FILE_FOLDER のアーカイブファイルはこのテーブルに格
納されます。ファイルとそれぞれのフォルダの詳細もこのテーブルに格納されます。
ARTICLE_DETAILS - ドキュメントアップローダを使ってサーバにアップロードしたファイルはこ
のテーブルに格納されます。
BBARCHIVE - このテーブルには、掲示板ポートレットを使用して入力されたすべてのデータが格
納されます。
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DOC_FOLDER - ドキュメントフォルダブラウザで追加したフォルダは、このテーブルに格納され
ます。
DOC_FILE_FOLDER - DOC_FOLDER とは異なり、このテーブルにはフォルダ名と各フォルダ
のアップロードファイルのリストが格納されます。
使用したレジストリ
レジストリには、ユーザがエンジンに追加できる動的に設定可能なエレメントの大半を格納します。これら
のエレメントには利用可能なポートレットのリスト、レイアウト定義、および既知のクライアント定義がありま
す。xreg という拡張子のついたファイルがポータルレジストリに格納されます。これはポートレットに参照を
追加するレジストリです。このレジストリには、ポータルが認識するすべてのポートレットの定義も格納され
ます。これらのファイルは<NXJPortal>\WEB-INF\conf で確認できます。
XREG ファイル
admin - ユーザ、グループ、ロール、パーミッションを管理するポートレットを定義します。
BB - メモ管理ポートレットを定義します。掲示板エディタ、掲示板ビューワ、掲示板メンテナンスな
どといったポートレットが該当します。
category - ポートレットを特定のグループにまとめるためのカテゴリ名を定義します。
CategoryBrowser - ポートレットのグループ名であるカテゴリを表示するポートレットを定義します。
controllers -列と行の数など、ペインのレイアウトを定義するポートレットを登録します。
controls - ペインやポートレットのレイアウトと装飾を定義するポートレットを登録します。ペインは
常にポートレットコントローラと組み合わせて使用します。ペインには 2 種類のコントロールがあり
ます。TabControlとMenuControl です。
defaultPage - デフォルトページを変更するポートレットを定義または登録します。
documentUploader - ドキュメント管理ポートレットを定義します。例えば、ドキュメントアップローダ
です。
dynamic-portlet - ポートレットを管理するポートレットを定義します。例えばポートレットビルダ、ポ
ートレット削除 ライブラリ、ポートレットの削除といったポートレットです。
folder-admin - フォルダをブラウズするポートレットを定義します。例えばドキュメントフォルダブラ
ウザです。
helloVelocity - このファイルでは、 HelloWorld というデフォルトのポートレットを定義します。
local-portlet -項目やドキュメントリストを表示するポートレットや、ポートレットビルダを使って追加
したポートレットを表示するポートレットを定義します。
media - サポート可能なメディアタイプを定義するサイト専用ポートレットを参照します。ただし、生
成されたコンテンツはブラウザの機能に依存します。通常、これらのメディアタイプ定義は、周知の
MIME タイプを、ユーザとエージェントを区別する必須機能と関連づけます。
skins - さまざまなコンポーネントの色、フォント、境界線を定義するためのファイルです。テンプレ
ートファイルで使用され、ユーザのブラウザに送信する HTML を一般化するために使用します。
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usermgmt - ユーザ管理用のポートレットを定義します。例えばメインユーザメンテナンスポートレッ
トです。
Property ファイル
以下のプロパティファイルが<NXJPortal>¥WEB-INF¥conf に格納されています。
My.properties - サイト固有のプロパティを格納します。これらのプロパティは、
TurbineResources、
Torque.property、Portal Resources、Security の プロパティをオーバーライドします。
Torque.properties - Torque は、ポータルで必要なデータベースリソースが生成できる持続レイヤ
です。このファイは、
Torque の実行時の指定を設定するために使用します。
TurbineResources.properties - このファイルは、Turbine での実行時の指定を設定するために使
用します。ユーザは、このファイルを使用してアプリケーション固有のリソースを保存することもで
きます。また、リソースサービスを使用してアプリケーションに固有な他のファイルを作成すること
ができます。
Velocity.properties - このファイルは、Velocityで設定したデフォルトのプロパティを設定してオー
バーライドします。ユーザはこのファイルを使って、テンプレートディレクトリ、ログファイル、
Turbine
サービスのクラス等、
Velocity プロパティのパスを指定できます。いずれもwebapps ルートの相対
パスであることが必要です。
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用語集
ACL
アクセスコントロールリスト（ACL）
は、ファイルディレクトリや個別のファイルなど特定のシステムオブジェク
トに対して各ユーザが持つアクセス権をコンピュータの OS に通知するテーブルです。各オブジェクトには
ACL を識別するセキュリティ属性があります。
JBoss
JBoss は、全機能を搭載したオープンソースの Java アプリケーションサーバです。
LDAP
LDAP（
Lightweight Directory Access Protocol）
は、ネットワーク上の組織、個人、およびファイルやデバイ
スなどのリソースを誰でも検索できるソフトウェアプロトコルです。ネットワークはインターネットでも企業の
イントラネットでもかまいません。LDAPは Directory Access Protocol（
DAP）
のコード数が少ない軽量
（
lightweight）
版で、ネットワークのディレクトリサービス標準であるX.500 の一部です。
Single Sign-On
クライアント/サーバ関係において、シングルサインオン（Single Sign-On）
は、ユーザが複数のアプリケーシ
ョンにアクセスするために名前とパスワードを 1 回だけ入力するセッション/ユーザ認証プロセスです。シン
グルサインオンはセッション開始時に要求されます。ユーザはサーバ上で権限が与えられているすべての
アプリケーションへのアクセスが認証され、セッション中にアプリケーションを切り替えても再度認証を求め
られることはありません。
Tomcat
Tomcatは、サーブレットコンテナで、Java Servlet とJavaServer Pages テクノロジの正式なリファレンス実装
で使用されています。
Torque
Torque は持続レイヤであり、Turbine Framework の一部として開発されています。Torque には、使用する
アプリケーションで必要なすべてのデータベースリソースを生成するジェネレータと、生成したクラスを実行
する実行環境があります。
Turbine
Velocity または JavaServer Page で Web アプリケーションを構築するモデル表示コントローラです。Turbine
には複数のサブプロジェクトもあります。例えば、Fulcrum は支援サービスを持つ単独サービスのフレーム
ワークです。
Velocity
Velocity は汎用の Java ベースのテンプレートエンジンです。ソースコード生成や XML 変換とスタイリング
を含む多くのアプリケーションドメインに適しており、J2EE Web アプリケーションで動的コンテンツを生成す
る表示レイヤと最も多く使用されます。
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XML Registry
レジストリには、エンジンに追加できる動的に構成可能なエレメントの大半を格納します。これらのエレメン
トには利用可能なポートレットのリスト、レイアウトエレメント定義、および既知のクライアント定義がありま
す。
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製品サポート
NXJ ポータルに関する技術サポートは以下の方法でご利用ください。
Webベースサポート
Unify 社のホームページ( http://www.unify.com/) のサポートセクションをご覧ください。質問をオンライン
で送信する場合は、Web フォームをご利用ください。
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