
Release10.5の
新機能と変更点



このドキュメン トでは、 Unify NXJ Release 10.0 Aから 10.5における新機能および
変更を紹介しています。

Release 10.5

新規プラッ ト フォームコンポーネン ト

NXJポータルサーバ
NXJ ポータルサーバは、 標準準拠の機能を完備したエンタプライズポータルで、 情報およびアプリケー
シ ョ ンのユーザ展開においてインターフ ェイスの集約、 パーソナライズ化に役立ちます。 この機能は、
独立したエンタプライズ資産である NXJ フォーム、 NXJ BPM、 NXJ Webサービス、 NXJ レポーティン
グおよびその他のすべてのWebコンテンツを単純に統合するポート レッ ト ビルダーにより実現されてい
ます。
注） 日本語環境では、 NXJ BPM、 NXJ レポートの機能は、 対応されておりません。

NXJ Webサービス
NXJ Webサービスは、 業界標準である Systinet社のWASP に基づくサービス指向アーキテクチャ
（SOA） 実施のための開発および配備環境です。 NXJ Webサービスでは、 Javaおよび J2EEベースア
プリケーシ ョ ンである Webサービスの生成、 配備、 管理を使いやすく、 高いパフォーマンスで行う こ
とができます。 Webサービスは、 すべてのメジャーな Java アプリケーシ ョ ンサーバ複数台に配備され
るものでも、 NXJ Webサービスが置かれているサーバにスタンドアロンで配備されるものでも、 どち
らでも構いません。 Webサービスは、 最大のパフォーマンスと .NETおよびWebサービス セキュリ
テ ィ標準との相互連携を可能にします。

注） 日本語環境では、 この機能は対応されておりません。

NXJ アプリケーシ ョ ン統合
NXJ アプリケーシ ョ ン統合は、 統合サービスを構成、 管理するための機能を完備した開発 ・配備環境で
す。 NXJ アプリケーシ ョ ン統合は、 J2EE JCA仕様により構築されており、 SAP/R3、 PeopleSoft、
Oracle EBS、 JD Edwards、 CICS、 Siebel との接続アダプタを持っています。
注） 日本語環境では、 この機能は対応されておりません。
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新規機能と機能強化

機能 機能要素 

Ｎ Ｘ Ｊ アプリケーシ ョ ンデザイナ

コン トロールの再利用 この機能により、 新規および既存のフォームとフォームコン ト ロールから
なる新規のアプリケーシ ョ ンを簡単に構築することができます。 NXJのモ
ジュールデザイン環境を使う ことで、 既存資産の最大限の利用を図ると同
時に将来の機能強化 ・ メンテナンスコス ト を最小限にするという重要な課
題を解決することができます。 NXJ 10.5 は、 複数のプロジェク トにまた
がる複数のアプリケーシ ョ ン コンポーネン ト間で再利用できるフォーム
およびフォーム コン ト ロールを定義することができるようになりました。
これらの再利用可能なコンポーネン トは、 サブクラス化あるいは拡張され
て、 より早く 、 より標準ベースの開発、 配備環境を提供します。 Unify 
NXJ開発者ガイ ドの第 9章で 「再利用可能なフォームとコン ト ロールの作
成」 と Unify NXJ チュート リアルのレッスン 9 を参照して ください。

リポジト リ  ライブラリ NXJ アプリケーシ ョ ン コンポーネン トは、 共有のリポジト リ  ライブラリ
に保存されるようになったので、 アプリケーシ ョ ン、 プロジェク ト、 チー
ム、 組織をまたがってコンポーネン トの再利用が可能になりました。 ライ
ブラリにあるすべてのコンポーネン ト と リソースを、 簡単にどんな NXJ
フォーム、 コンテナにでも追加、 再構成することができます。 リポジ ト リ  
ライブラリを使う ことで、 NXJ プロジェク ト をまたがる一般的な再利用機
能のメカニズムの容易な管理と使用が可能になります。 Unify NXJ開発者
ガイドの第 3章で 「プロジェク ト ライブラリの作成と参照」 を参照して く
ださい。

アクテ ィ ビテ ィ  フォーム NXJ フォームを、 追加のプログラ ミングを一切せずに BPM プロセス定義
にマッピングすることができるようになりました。 この新機能により、 プ
ロセス アクテ ィ ビテ ィのデータ （オペランド） が簡単に表示、 操作でき
るようになりました。 「NXJ フォームアプリケーシ ョ ンでの BPM使用」
を参照して ください。

注） 日本語環境では、 この機能は対応されておりません。

アプリケーシ ョ ンユーザ インタフェース
日付取得コン ト ロール NXJ 10.5 では、 日付選択コン ト ロールにより、 ユーザはカスタマイズ可

能なカレンダーから日を選択して Date フ ィールドへの入力ができます。
このコン ト ロールでは、 色、 曜日と月の言語をカスタマイズすることが可
能です。 Unify NXJ開発者ガイ ドの第 5章で 「日付取得コン ト ロール」 を
参照して ください。
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グリ ッ ド コン ト ロール NXJ 10.5 には、 グリ ッ ド コン ト ロールと呼ばれる全く新しい繰り返し領
域オブジェク トが追加されました。 この新しいグリ ッ ド コン ト ロールで
は、 リス トおよびフ ィールド形式の繰り返し領域と全く同じ機能を実現す
ると同時に、 実行時に列での自動ソート、 列幅変更、 列の配置換え、 縦ス
クロールバーができるようになりました。 Unify NXJ開発者ガイ ドの第 5
章で 「繰り返し領域コン ト ロール」 を参照して ください。

カスケーディング 
メニュー

NXJ 10.5 では、 カスケーディング メニューのデザインのためのシンプル
で感覚的に使える機能を用意しました。 開発者は、 これらのメニューの自
由なノードにシステムコマンドあるいはユーザ定義コマンドを追加した
り、 ビジネスロジック ・ セキュリテ ィ ロジックに従って実行時に動的にメ
ニューを構成できるようになりました。 これらのメニューはビルト イン 
スキンを活用できますし、 あるいは、 利用者は標準のカスケード  スタイ
ルシートにより Look and Feels をカスタマイズできます。 Unify NXJ開発
者ガイドの第 5章で 「メニューおよびツリーコン ト ロール」 を参照して く
ださい。

ツリーコン ト ロール 静的および動的なツリーコン ト ロールが、 アプリケーシ ョ ンロジック ・
データをツリー構造に表現するために使えるようになりました。 ツリーコ
ン ト ロールは、 開発環境において定義された静的ツリーと して使えます。
また、 カスタムメニューやデータの関連性を表現するために実行時に変
更 ・構成することもできます。 ツリーコン ト ロールは、 新しい
onExpand、 onSelectのイベン ト コードセクシ ョ ンをサポートすると同時
にシステムコマンド、 カスタムコマンド もサポート します。 Unify NXJ開
発者ガイ ドの第 5章で 「メニューおよびツリーコン ト ロール」 を参照して
ください。 これらのコン ト ロールは、 動的にビルドすることができます。
NXJ フォームプロセシング JavaDocの NXJ ツリーコン ト ロールを参照し
て く ださい。

カスタムコン ト ロール 開発者は、 自作のカスタムのコン ト ロールを生成して、 NXJ デザイナに追
加することができるようになりました。 これらのコンポーネン トは、 Java
Swing （視覚表現） と JavaScript （機能操作） の組み合わせでできていま
す。 カスタムのスピナーコン ト ロールの例を 「JavaScript の使い方」 を参
照して ください。

エディ タ と言語の改善

スクリプ ト構造
アウト ライン

スクリプ ト構造の改善されたアウト ラインが、 スクリプ トエディ タのアウ
ト ラインタブ内に表示されるようになりました。 Unify NXJ プログラ ミン
グ言語ガイドの第 2章を参照して ください。

リアルタイム
シンタ ックス チェ ック

ソースコードを入力すると同時に解釈されてコード  シンタ ッ クス チェ ッ
クが行われるようになりました。 コンパイルエラーは、 アウト ラインタブ
内のエラーフォルダに表示されます。
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コード補完の改善 すべての外部、 内部オブジェク トはエディ タ内に含まれるようになりまし
た。 クラス、 メ ソ ッ ドの自動補完を選択した後に、 カーソルが自動的に正
しい位置に戻るようになりました。 Unify NXJ プログラ ミング言語ガイ ド
の第 2章を参照して ください。

ト ラバーサルの再利用 コンポーネン ト再利用を活用した効率的な開発をサポー トするために、
NXJ アプリケーシ ョ ンデザイナは、 親クラスの定義に移動する機能を実装
して、 再利用するコンポーネン トのソースをすぐに編集することができる
ようにしました。

データベース接続証明 ユーザ名とパスワードがデータベース接続に指定できるよ うになりまし
た。 NXJ フォームプロセシング JavaDoc の NXJ セッシ ョ ンファウンデー
シ ョ ンクラスの openConnection メ ソ ッ ドを参照して ください。

MS SQLの
ストアドプロシジャー

EXEC SQL 構文を使ってマイクロソフ ト SQL サーバのス ト ア ドプロシ
ジャーを起動することができるようになりました。

NXJ レポーティング
クリスタルレポート  
コンバージ ョ ン

お持ちのクリスタルレポートの定義を NXJレポーティングへの変換を支援
するプログラムが追加されました。

注） 日本語環境では、 この機能は対応されておりません。

BPMデータソース 処理中の BPM プロセスからデータを取り出してレポート を作成するため
のカスタムデータソースがレポーティ ングに追加されました。

注） 日本語環境では、 この機能は対応されておりません。

NXJ Business Process Management （BPM）
アクテ ィ ビテ ィ フォーム NXJ フォームを BPM プロセス定義に対してプロクラ ミング無しでマッピ

ングすることができるようになりました。 この新しい機能により、 プロセ
スアクテ ィ ビテ ィのデータ （オペランド） を簡単に表示、 操作することが
できるようになりました。 「NXJ フォームアプリケーシ ョ ンでの BPMの
使用」 を参照して ください。

注） 日本語環境では、 この機能は対応されておりません。

NXJ アプリケーシ ョ ンデ
ザイナとのより緊密な統
合

BPM プロセスを NXJ アプリケーシ ョ ンデザイナ環境から生成して、 NXJ
プロジェク トに保存することができるようになりました。

注） 日本語環境では、 この機能は対応されておりません。

プラ ッ ト フォームサポート

Mozilla Web ブラウザ NXJ 10.5は、 Mozilla 1.6 をサポート します。
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Release 10.3

Release 10.2

新規機能と機能強化

機能 機能要素 

プラッ ト フォームサポート

WebLogic 8.1

JBoss 3.2.3

NXJ 10.3は、 Weblogic 8.1のサーバとポータルをサポート します。

NXJ 10.3は、 JBoss 3.2.3 をサポート します。

新規プラッ ト フォームコンポーネン ト

NXJ レポーティング
NXJ レポーティングは、 多機能なレポーテ ィングコンポーネン トです。 テーブル、 ラベル、 文、 クロス
タブ、 フォームレター、 グラフを含むレポート を書く ことができます。 レポートの出力フォーマッ ト
は、 HTML、 ダイナミ ッ ク HTML、 XML、 テキス ト、 PDF、 CSV、 電子メール、 Microsoft Excel、
PostScript です。 詳細については、 NXJ Documentation Welcome ページの NXJ Reportingのセクシ ョ
ンを参照して ください。

注） 日本語環境では、 この機能は対応されておりません。

NXJ Business Process Management （BPM）
NXJ Business Process Managementは、 人対人、 人対システム、 システム対システムの工程を含むエ
ンドツーエンドビジネス処理を実現するためのデザインおよび配備環境です。 NXJ BPM コンポーネン
トは、 Webサービス編成からワークフローオート メーシ ョ ン、 ビジネスプロセス Managementへの理
想的なソリューシ ョ ンです。 詳細については、 NXJ Documentation Welcome ページの NXJ Business 
Process Managementのセクシ ョ ンを参照して ください。
注） 日本語環境では、 この機能は対応されておりません。

新規機能と機能強化

NXJ ツールスイート管理
NXJ ワークベンチ NXJは、 様々な NXJ ツールに共通のアクセスポイン ト を提供するワーク

ベンチをインス トールします。 ワークベンチにアクセスするには、 スター
ト  > プログラム > Unify NXJ > ワークベンチ を選択します。
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NXJ アプリケーシ ョ ンデザイナの機能性
Windows XPの
look and feel

NXJ アプリケーシ ョ ンデザイナは、 マイクロソフ ト Windows XPの look 
and feel になりました。

ノートページのような
エディ タ

コンテン トパネルの各オブジェク トは、 ノートブックタブによってアクセ
スされます。 複数のタブは、 複数行を重ねるか、 スクロールボタンのどち
らかでアクセスするように校正することができます。 タブは、 オブジェク
トの同時編集の管理をより簡単にすることができます。

『Unify NXJ Developer’s Guide』 の第 2章 「NXJ Application Designer 
Main Window」 の 「Content Panel」 を参照して ください。

マウスホイールの
スクロールをサポート

NXJ アプリケーシ ョ ンデザイナは、 マウスホイールのスクロール動作を認
識します。

データアクセス
明示的なモード 新しいフ ィールド コン ト ロールプロパテ ィは、 検索条件が Stringか Text

ターゲッ ト列に指定されたとき、 曖昧な、 または正確な比較のどちらを

実行するのかを決定します。 曖昧な比較は、 検索条件にワイルド カード

“match any” メ タキャラクタ （$や *） を追加します。
『Unify NXJ Developer’s Guide』 の第 5章 「Database Properties」 の
「Exact or Fuzzy Searches」 を参照して ください。

言語機能
queueNextForm メ ソ ッ ド
によって指定する接続

NXJSession クラスの queueNextForm メ ソ ッ ドは、 親フォームや設計時
に指定したものと異なるデータベース接続を使ってフォームを開始する
のを許す connectionName引数をサポート します。 以前では、 待ち行列
された次フォームは、 設計時に指定したコネクシ ョ ンを使えるだけでし
た。

NXJ Javadocの NXJSession クラスを参照して ください。
clearFindExp に、 不等号
と NULL演算子の追加

clearFindExpは、 不等号と NULL比較をサポート します。
『Unify NXJ Programming Language Guide』 の第 3章 「Using NXJ 
Variable Properties」 を参照して ください。

カスタム挿入 /更新 /削除 
操作

プログラ ミング言語は、 組み込み NXJ DataView クラスの挿入 /更新 /削
除 操作をオーバライ ドすることを認めるメソ ッ ドを提供します。
NXJ Javadocの NXJ DataView クラスの挿入、 更新、 削除メソッ ドを参照
して ください。
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Release 10.0B

ローカライゼーシ ョ ン
フ ィールドの入力方式
エディ タ (IME) モード

Unify NXJは、 フ ィールド基準によるフ ィールドで、 IMEがデータ入力に
自動的に起動されるかどうかを指定することができます。

『Unify NXJ Developer’s Guide』 の第 5章 「Text Properties」 の 「IME 
Mode」 を参照して ください。

プラ ッ ト フォームサポート

J2EE 1.3の互換性 NXJ フォームアプリケーシ ョ ンは、 J2EEバージ ョ ン 1.3のWeb アプリ
ケーシ ョ ンと して作成されます。

新規機能と機能強化

機能 機能要素 

プラッ ト フォームサポート

WebSphere 5.0
サポート  

NXJ は、 データソースの自動生成、 コン ト ロールセンタ、 自動配備とデ
バッグのフルサポート を含めて、 WebSphere 5.0 Application Server に対
応します。

パフォーマンス

ディスク上でキャッシュ
される選択セッ ト

NXJ アプリケーシ ョ ンは、 さまざまなアプリケーシ ョ ンのパフォーマンス
が、 障害を生じさせないように大量の選択セッ ト をディスクにキャッシュ
するように構成することができるようになりました。 NXJの以前のバー
ジ ョ ンでは、 選択されたレコードのすべては、 メモリに組み込む必要があ
りました。

『Unify NXJ Developer’s Guide』 の第 4章 「Customizing the Built-in Form 
Behaviors」 の 「Cache Large Selected Sets to File」 を参照して ください。

インス ト レーシ ョ ン

JBossは、 Windows上で
システムサービスとして
インス トールされる

NXJ インストールプログラムは、 デフォルトでは MS Windows ホスト上
にシステムサービスと して JBoss をインス トールします。 Windows シス
テムサービスと して、 システム開始時に自動的に JBoss を開始、 または
コマンド ラインから JBoss を実行することができます。 
「NXJ Installation and Getting Started Guide」 を参照して ください。
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Release 10.0A 

Portal Integration
NXJ Portal Integrator NXJ アプリケーシ ョ ンは、 WebLogic と Oracleポータルのポート レッ ト

と して実行することができます。 ポータルは、 機能に富んだ Webサイ ト
になります。 これにより、 NXJ アプリケーシ ョ ンエンドユーザが利用する
各種アプリケーシ ョ ンおよび情報を統一されたインタフェースと して提供
する企業ポータルに、 NXJ アプリケーシ ョ ンを統合することができます。
NXJ Documentation Welcome ページの 「Running NXJ Applications as 
Portlets」 ガイ ドを参照して ください。

データアクセス
Null検索 ユーザは、 @ オペレータを指定することによって、 フ ィールド内の Null

値を検索することができます。 非 Null値は、 !@ を指定することで検索さ

れます。

ローカライゼーシ ョ ン

ローカライズ可能な
アプリケーシ ョ ン情報
フ ィールド

NXJは、 record_count と record_numberのようなアプリケーシ ョ ン情報
フ ィールドのために、 ローカライズされたテキスト を提供することを可能
にします。 
NXJ Documentation Welcomeページの 「Localizing an Application」 ガイ
ドを参照して ください。

新規機能と機能強化

機能 機能要素 

プラッ ト フォームサポート

Jboss
アプリケーシ ョ ンサーバ

NXJは、 デフォルトの組み込みアプリケーシ ョ ンサーバとして オープン
ソース JBoss バージ ョ ン 3.2 を含んでいます。

Weblogic  7.0 サポート Weblogic  7.0 をサポート します。
Oracle 9iAS サポート Oracle 9iAS をサポート します。
MySQLサポート MySQL をサポート します。
9
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JDBCデータベース
サポート を追加

NXJは、 業界標準 JDBC ド ライバの大部分をサポートすることになりま
す。 これらのド ライバは、 リ リースの一部として含まれていませんが、 コ
ネクシ ョ ンパネルで Other オプシ ョ ンを使用して構成することができま
す。

アプリケーシ ョ ンユーザインタフェース

LOV、 リス トボックスの
動的設定

このリ リースの NXJ では、 実行時に動的にリス トボックスを設定する機
能や、 必要に応じて表示されているリス トボックスをリフレッシュして、
値を更新することが可能となります。 例えば、 自動車メーカーのリスト
ボックスがあり、 そこから FORD を選択した場合 ON DATA ACCEPT イ
ベン トによって、 車種のリス トボックスを FORD にある車種のみに更新す
ることができます。

『Unify NXJ Programing Language Guide』 の第 3章 「Examples of 
Accessing Fields」 を参照して ください。 

繰り返し リス ト領域の
新機能と機能改善

リス トボックス形式の繰り返し領域は、 1行おきに異なるカラーを持つこ
とができます。 リス トボックスは、 データビューの FIND COUNT プロパ
ティに定義された数の行数のみを持つようになります。 レコードの次の
セッ トでは、 リス トボックスには FIND COUNT の行数分のレコードの次
セッ ト を含むようになります。 これにより、 リス トボックスに読み込んだ
項目が多すぎてブラウザがメモリー不足でクラッシュすることを防ぎま
す。

『Unify NXJ Developer's Guide』 の第 4章 「Find Count」 と第 5章の
「Repeating Area Controls」 を参照して ください。

デフォルト コマンド NXJは、 ユーザが RETURNキーを押下したとき実行されるフォーム、 も
し くはデータビューの Default コマンドを定義することができます。 ユー
ザはデフォルト コマンド実行時のデフォルトの動作を定義することができ
ます。 『Unify NXJ Developer's Guide』 の第 4章 「Specifying the Default 
Command」 を参照して ください。

自動ステ ィ ップル イメージとボタンのステ ィ ップルは、 自動的にすべてのシステムとユーザ
定義コマンドに対して適応されます。

Exit URL アプリケーシ ョ ンが終了する時、 ターゲッ ト URLに有効な URL を割り当
てる機能を提供する exit URL機能を改善しました。
『Unify NXJ Developer's Guide』 の第 3章 「Project Properties」 の
「General Properties」 を参照して ください。

国際化の改善 システムメ ッセージの国際化の改善と、 java リソースファイルから メ ッ
セージを獲得するための機能が改善されました。
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JavaScript外部リンク JavaScript に 外部 "link" タグを追加する機能を拡張しました。
NXJ Documentation Welcomeページの 「Working with JavaScript」 ガイ ド
を参照して ください。

ツールバー / テーブルに壁
紙のサポートを追加

テーブル、 ツールバー、 フォームに対して壁紙を設定することができま
す。

Zoom もし くは List OF 
Value(LOV) フォームの
モーダル

NXJのこのリ リースでは、 Zoom フォーム か LOV フォームは、 モーダル
です。 モーダルでは、 ズームフォームか LOV フォームが閉じられない限
り、 呼び出したフォームにフォーカスを移すことができません。

レコードセッ トの
ナビゲーシ ョ ン

レコードセッ トナビゲーシ ョ ンのプログラムの制御が改善されました。

繰り返し領域に
動的リンクを追加

動的リンクを繰り返し領域に追加することができるようになります。 リン
クをクリ ッ クすると、 Link Commandや URLが実行される前にリンクに
割り当てられたレコードがフォーカスを得るようになります。

戻る ボタンで、
前フォーム

ブラウザの戻るボタンを押下すると、 前フォームを実行します。 最初の
フォームであれば exitの実行になります。 ブラウザの戻るボタンは使用で
きないという警告は、 今後は発生しません。

ブラウザリフレッシュ
サポート

リフレッシュは、 アプリケーシ ョ ンの再スタートではな く、 ページの再描
画のみを行います。

ポップアップフォームの
機能改善

実行時、 ポップアップフォームの場所を制御することができます。 これ
は、 実行時の位置だけでな く アプリケーシ ョ ンデザイナで割り当てられた
事前に設定された値も含みます。

『Unify NXJ Developer's Guide』 の第 4章 「Customizing Form 
Appearance」 を参照して ください。

インフォ メーシ ョ ン
フ ィールド

繰り返し領域の record count が改善されました。

ロールオーバーイメージ
のイメージボタンと
リンクでのサポート

NXJは、 ボタンと リンクにロールオーバーイメージを定義するための使い
やすいインタフェースを提供します。 アプリケーシ ョ ンデザイナは、 イ
メージとロールオーバーイメージに対するプロパテ ィを持ちます。 これら
のイメージは、 NXJの完全なローカライズ機能もサポート します。
『Unify NXJ Developer's Guide』 の第 5章 「Button Controls」、
「Image Controls」、 「Link Controls」 を参照して ください。

ステ ィ ップルの改善 コマンドがアクテ ィブでない場合、 Zoom/LOV ボタンは、 自動的にス
ティ ップルになります。

フォーム移動時に
フ ィールドの値全体を
選択

テキスト フ ィールドを移動すると、 テキスト フ ィールド内の値全体が選択
された状態になります。
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ダブルクリ ックイベン ト NXJはフ ィールド等のオブジェク トに対するダブルクリ ックイベン ト を追
加する機能を提供します。 ダブルクリ ックイベン トは、 NXJ コマンド、 も
し くは JavaScript関数で可能になります。
『Unify NXJ Developer’s Guide』 の第 5章 「Interactive Properties」 の
「Command to be Executed by Double-Clicking」 を参照して ください。

データ挿入の改善 実行時に Newボタンがクリ ックされた時、 フォーカスがフォーム内の最
初のフ ィールドに設定されます。

Table の改善 アプリケーシ ョ ンデザイナで HTML table に重要な改善がありました。
ブラウザのステータス
バーにメ ッセージ

FYI メ ッセージが、 ブラウザのステータスバーに表示されるようになりま
す。 FYIは、 NXJ アプリケーシ ョ ンの各オブジェク ト (field, link, button 等
) で可能な静的または、 動的なディスクリプタです。 これは、 ポップアッ
プメ ッセージとは別に使用可能です。

『Unify NXJ Developer's Guide』 の第 5章 「Interactive Properties」 を参照
して ください。

GUI コン ト ロールと
スタイル プロパティへの
プログラムからの
アクセス

ラベル、 ボタン、 その他のオブジェク トのプロパテ ィを、 実行時に変更す
ることが可能になりました。 例えば、 すべてのオブジェク トの 色、 フォン
ト、 外観等を変更することができます。 NXJ コマンドは
object.setNXJControlProperty です。 グラフ ィ カルオブジェク トの Trimや
修飾すべてを NXJ コードから扱えます。 例えば、 ラベルやボタン等の可
視 /不可視、 カラー / フォン ト /サイズを NXJ アプリケーシ ョ ンのビジネ
スロジック内で変更することができます。 この機能の有効な使い方とし
て、 繰り返し領域のフ ィールドへ NOT Visible を設定しておき、 BEFORE 
FORM コードセクシ ョ ンにそれぞれのフ ィールドに対して
DATAVIEW.FIELDNAME.setVisibleForAllRecords(true) を追加する手法が
あります。 実行時、 レコードを持つフ ィールドだけが表示され、 ナビゲー
シ ョ ンツールバーは、 適切に現れたり消えたり します。

NXJ Javadocの NXJControl Interface を参照して ください。
JavaScriptから
NXJ コマンドにアクセス

カスタム JavaScriptから呼び出されて、 NXJ フ ィールドに値をセッ トする
ことが可能なコマンドが追加されました。 これにより最適化されたリクエ
ス トの一部としてサーバに新しい値が渡されるようになります。
(setNxjFieldValue('field1.','newvalue');callNxjCommand('yourCommand';)
NXJ Documentation Welcome ページの 「Working with JavaScript」 ガイ ド
を参照して ください。
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ノートページがカレン ト
になるとき
NXJ コマンド、 JavaScript
関数を実行

タブページがカレン トになる時に実行されるコードセクシ ョ ンが新し く追
加されました。 この Tab Selected Commnad は、 アプリケーシ ョ ンデザイ
ナのノートページプロパティ と して公開されます。 NXJ システムコマンド
やユーザの定義コマンド と同様に JavaScript関数も、 新しい "Selected 
Commnad" に割り当てることができます。
『Unify NXJ Developer's Guide』 の第 5章 「Tab Set Controls」 を参照して
ください。

数値と
文字列のフォーマッ ト

NXJは、 カスタムな数値と文字列のフォーマッ ト を定義する機能が新し く
追加されます。 例えば、 SSN、 電話番号等があります。
『Unify NXJ Developer's Guide』 の第 5章 「Text Properties」 の 「Format」
を参照して ください。

"Google" のような
レコードナビゲーシ ョ ン
セッ ト

NXJは、 繰り返し領域に "Google" のようなナビゲーシ ョ ンバーが新し く
追加されます。 これはデータのレコード、 もし くはページに基づいていま
す。

『Unify NXJ Developer's Guide』 の第 5章 「Repeating Area Controls」 を
参照して ください。

リス トボックス
動的リサイズ

リス トボックスの幅を動的にリサイズします。

『Unify NXJ Developer's Guide』 の第 5章 「Repeating Area Controls」 を
参照して ください。

Text/Binaryサポート NXJは、 TEXT と BINARY(CLOB/BLOB)のサポートを新し く追加しまし
た。 これは、 データベースからこれらの値を読み取って、 それらを NXJ
フォームのオブジェク トに関連付けることを含みます。 例えば、 TEXT
データを読み取り、 それをフォームの TextAreaに直接割り当てることが
可能となりました。 また、 データベースからバイナリイメージを検索し、
NXJ フォームのイメージオブジェク トにそれを割り当てることも可能で
す。

NXJ Documentation Welcome ページの 「Working with Text and Binary 
Data」 ガイ ドを参照して ください。

アプリケーシ ョ ン
プロンプ ト (Yes/No)

NXJは、 処理の継続に関してユーザに入力させることで、 アプリケーシ ョ
ンの割り込み操作を実現可能になります。 この機能は、 コ ミ ュニケーシ ョ
ンレイヤーに処理するため 2つ目のステート レスセッシ ョ ン EJB をさら
に実装する点が重要です。 この機能では、 デフォルトのプロンプ トポップ
アップやカスタム設計された HTML ベーステンプレート を使って、
Yes/No型のプロンプ トや複数から選択するプロンプ ト を表示することが
できます。 これらのプロンプ トは、 定義した時間が経過したらデフォルト
のレスポンスを行って、 処理を戻すようにするタイムアウト時間を設定す
ることができます。

『Unify NXJ Programming Language Guide 』 の第 5章 「Prompting for 
User Input」 を参照して ください。
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カスタムツールバー アプリケーシ ョ ンに簡単にカスタムツールバーを作成する機能が追加され
ました。 アプリケーシ ョ ンデザイナでカスタムツールバーを作成できま
す。 JSP ファイルをツールバーに指定することもできるようになりまし
た。 この新しいツールバーは、 ボタン、 リンク、 動的メニュー等を含むこ
とができます。

『Unify NXJ Developer's Guide 』 の第 6章 「Creating a Custom Toolbar, 
Header, or Footer」 を参照して ください。

NXJ フォームへの埋込み
JavaScript オブジェク ト

NXJ フォームの上に JavaScript オブジェク ト をド ラ ッグアンド ドロップす
ることができるようになります。 これには、 カレンダー、 計算機等のよう
なものが含まれます。 このインタフェースにより、 新しい JavaScript オブ
ジェク トの配置を定義し、 それから   外部 JavaScript ファイルを " インク
ルード "するか、 NXJ JSP コードに JavaScript を埋め込むことができま
す。

NXJ Documentation Welcome ページの 「Working with JavaScript」 ガイ ド
を参照して ください。

カスタムコン ト ロールの
改良

プロジェク トに複数のカスタム look and feel (LAF)  を定義することが可能
になりました。 また異なる LAFの選択をベースにしたプロジェク ト を構築
することができます。 これには、 異なるイメージ、 カラー、 フォン ト、 ス
タイル （任意のカスケード  スタイル シート "CSS"設定） が含まれます。
この機能は、 ひとつのアプリケーシ ョ ンによって、 使用する顧客毎に異な
るブランドイ メージを提供することが必要な場合には重要なことです。 こ
のブランド （カラー、 イ メージ、 フォン ト等の変更） は、 コンパイル時、
または配備時に変更することができます。 
NXJ Documentation Welcome ページの 「Changing Look and Feel 
Definitions」 ガイ ドを参照して ください。

カスケード
スタイルシートの
フルサポート

NXJは、 URL ベーススタイルシートの使用と同様に、 ファイルから標準
カスケードスタイルシート (CSS) を使用できます。
『Unify NXJ Developer's Guide 』 の第 6章 「Using Style Sheets」 を参照し
て ください。

次フォーム
ナビゲーシ ョ ン

NXJは、 フォーム名か動的な文字列値を使用して次フォームへナビゲート
することができるようになります。 このフォームが、 next form list に存在
する必要はありません。 (session.chooseNextForm("formname");NXJ 
Javadoc で NXJSession ファウンデーシ ョ ンクラスの queueNextForm メ
ソ ッ ドを参照して ください。 
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チーム開発

チーム開発 NXJ エンタープライズエディシ ョ ンでは、 CVSバージ ョ ンコン ト ロール
を使用して、 チーム開発の統合サポートを提供します。 これにはチェ ック
イン、 チェ ックアウト、 マージ、 差分等を含みます。 この統合は、 CVS
ファイルシステムと CVS Pserver で動作します。
NXJ Documentation Welcome ページの 「Using Source Control for 
Projects」 ガイ ドを参照して ください。

再利用

マスタプロジェク ト NXJは、 他のプロジェク トからオブジェク ト を利用できるようになりま
す。 これにより、 共通のオブジェク ト / コンポーネン トによるベースプロ
ジェク ト を持ち、 それを他のプロジェク トで再利用することができます。
再利用することができるオブジェク トには、 ズームフォーム、 次フォー
ム、 コネクシ ョ ン、 フ ッ ター、 ヘッダーやツールバー等があります。

『Unify NXJ Developer’s Guide』 の第 3章 「Master Projects」 を参照して
ください。

データアクセス

EXEC SQL での
ストアドプロシジャー
呼び出し  

NXJは、 EXEC SQL CALL　 procedure構文でストアドプロシジャーと
パッケージを呼び出す機能が追加されました。 これは、 ス トアドプロシ
ジャーにデータベースに対するた く さんのビジネスロジックを持つOracle 
PL/SQL ユーザにとって非常に重要です。
NXJ Documentation Welcome ページの 「Calling Stored Procedures」 ガイ
ドを参照して ください。

カスタムデータソース NXJは、 非常に重要なカスタムデータソースのサポート を追加しました。 
これにより、 カスタマーは関連付けしていないデータに NXJ機能をマッ
プすることができます。 例えば、 Java クラスのセッ ト、 Webサービス、
EJB等を示したデータソースを作成することができます。 この値と機能 
(find, add, update, insert, record set navigation) は NXJ アプリケーシ ョ ン
への簡単な統合のために開発者に公開されます。 これらの新しいデータ
ソースに定義されたフ ィールドは、 JDBCデータソースからターゲッ ト
フ ィールドのように扱われます。

NXJ Documentation Welcome ページの 「Working with Custom Data 
Sources」 ガイ ドを参照して ください。

Nullハンド リング NXJ アプリケーシ ョ ンのフ ィールドから値を削除した時、 データベースに
は NULLの値で挿入 /更新されるようになりました。 これは、 エンドユー
ザのために重要な機能です。
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レコードロック機能強化 データベース操作の排他と共有 (XLOCK/SLOCK/UNLOCK)のサポートが
追加されました。

『Unify NXJ Programming Language Guide』 の第 4章 「Embedding SQL 
Statements」 を参照して ください。

EXEC SQL 文の
status マップ

NXJは、 EXEC SQL文に対する session.status をキャッチする機能を提
供します。 このステータスコードは、 他のデータベース操作の標準 NXJ
ステータスコードにマップされます。

最後のインタラクテ ィブ 
Find コマンドへアクセス

NXJは、 対話型の問合せの一部として生成された最後の SQL問合せに対
するアクセスを開発者に提供します。 例えば、 ユーザが、 FORD と 2002
年モデルの条件に該当するすべてのレコードを検索した場合、 新しいデー
タビュー属性 sqlWhereClauseは、 問合せを再実行するために必要な
WHERE句を含んでいます。 これは、 最後の問合せの結果の選択セッ ト を
すぐに再ソートすることを可能にします。

NXJ Javadoc で NXJDataView ファウンデーシ ョ ンクラスの
sqlWhereClause プロパティ を参照して ください。

メモリ上で選択セッ トの
再ソート

データベース呼び出しを行わずに、 既存の選択セッ ト を再ソート します。
これにより、データビューかフォーム上で sortSelectedSet(FIRST_NAME, 
SortDirection) が実行されます。 これは、 既存のデータを並べ替えする上
で著しい性能改善を実現します。 例えば、 既存のレコードを既存のフ ィー
ルドで昇順、 降順のどちらかで再ソートするためのフォーム上にリンクや
ボタンを配置することができます。

NXJ Javadoc で NXJDataView ファウンデーシ ョ ンクラスの
sortSelectedSet メ ソ ッ ドを参照して ください。 

スクリプ ト機能

nvarchar と nchar を
サポート

MS SQL の nvarchar と nchar データ型のサポートを追加しました。

Float to Numeric Numerics に Float値をキャストする機能を追加しました。
NXJ アプリケーシ ョ ンを
起動するパラメータの
受け渡し

起動 URLの一部として NXJ アプリケーシ ョ ンにパラ メータを渡すことが
できます。 これは、 非 NXJ アプリケーシ ョ ンから NXJ アプリケーシ ョ ン
を正し く初期化するパラメータを渡すために重要なことです。

NXJ Documentation Welcome ページの 「Using Application StartUp 
Parameters」 ガイ ドを参照して ください。

エラーハンド ラ NXJは、 SQL とアプリケーシ ョ ンのエラーをハンド ラで処理することが
できるようになります。 エラーハンド ラは、 必要に応じてアプリケーシ ョ
ンエラーをキャッチして意味のあるメ ッセージを提供したり、 追加処理の
実行を定義できます。
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標準化された Date を
サポート

NXJDateの getDate と setDateは java.util.Date を使用可能となり、
Java.sql.Dateや ava.util.Date を渡すことができます。

アプリケーシ ョ ンデザイナの機能性

NXJ ツールバー作成 使いやすい NXJ ツーバー作成を実装しました。 このツールバーは、 NXJ
コマンドのすべてをサポート します。

『Unify NXJ Developer’s Guide』 の第 6章 「Creating a Custom Toolbar, 
Header, or Footer」 を参照して ください。

デバッガの改善 NXJのこのリ リースでは、 デバッガにかなりの改善を行っています。 （ブ
レークポイン ト、 性能、 ライン ト ラ ッキング）

アプリケーシ ョ ン
デザイナ
レイアウトの改善

新規及び改善したアイコン、 EJB ソースのレイアウト、 メニューポップ
アップの生成、 情報のアクセス。

NXJ アプリケーシ ョ ン
デザイナで
JSP ファイルの編集

アプリケーシ ョ ンデザイナ エディ タ内で JavaScript ファイルの編集する
機能を追加しました。 これは、 JavaScript言語のカラー構文表示を含みま
す。

ダブルクリ ック、
シングルクリ ック
オープン

アプリケーシ ョ ンデザイナに、 項目を開く操作をシングルかダブルクリ ッ
クで指定することが構成可能なプロジェク トオプシ ョ ンが加わります。 こ
れは編集 -> オプシ ョ ン ->全般パネルで指定可能です。 

エディ タのライン番号 エディ タにライン番号を表示することが可能になります。 これは、 編集 ->
オプシ ョ ン -> エディ タパネルで可能になります。

オブジェク ト
移動スピードの制御

オブジェク トは、 デフォルトでは矢印キーで速く移動することができ、
<CTRL>+矢印によってゆっ く りで正確な移動をすることができます。

自動グループ化 NXJ フォームの要素は、 凡例かグループボックス形式に自動グループ化す
ることができます。 要望するオブジェク トにボックスを広げるだけでこれ
らが自動的にボックスに追加されます。

自動ラベル拡張 ラベルは、 ラベルの入力によってサイズが拡大します。

アプリケーシ ョ ン統合

Text/Binary ファイルの
アップロード

いかなる種類のファイルでもアプリケーシ ョ ンサーバに、 アップロードす
ることができます。 アプリケーシ ョ ンサーバは、 そのあと順番に必要とす
る処理、 DB にインサートや、 ファイルシステムに書き込みをすることが
できます。 例えば、 ワード ドキュ メン ト、 スプレッ ドシートや、 イ メージ
ファイル等をアプリケーシ ョ ンサーバにアップロード します。

NXJ Documentation Welcome ページの 「Working with Text and Binary 
Data」 ガイ ドを参照して ください。
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生成された EJB を公開 ビジネスレイヤを説明、 公開するために、 アプリケーシ ョ ンデザイナは
EJB ソースパネルに生成された EJB を表示します。 このコードは、 表示
されますが変更はできません。 この表示は、 アプリケーシ ョ ンデザイナオ
プシ ョ ンにより切り換えることができます。

『Unify NXJ Developer’s Guide』 の第 2章 「Customizing the NXJ 
Application Designer」 の 「General Behavior」 を参照して ください。

NXJ配備に
非 NXJサーブレッ ト と
EJB を含める

NXJは、 NXJ アプリケーシ ョ ンにサーブレッ ト と EJB をパッケージ、 配
備することが可能になりました。 NXJ アプリケーシ ョ ンの一部にしたい
サーブレッ トや EJB を開発したり購入した場合、 この新しい機能により、
NXJ プロジェク トの一部としてこれらのオブジェク ト をパッケージし、 配
備することが可能です。 
NXJ Documentation Welcome ページの 「Working with Servlets」 ガイ ドを
参照して ください。

パフォーマンス

実行時の性能の改善 NXJは数多くの内部機能拡張によって、 実行時の性能、 メモリ管理、 アプ
リケーシ ョ ンのコードの最適化が改善されています。

リス トボックス形式の
マスタ /詳細の改善

マスタ /詳細リストボックスのレコードをナビゲーシ ョ ンする時の性能は、
改善、 最適化されています。

リス トボックスの
性能向上

データが変わるときに、 リス トボックスの内容のみが再設定されます。

実行コードがない場合、
繰り返しフ ィールドは、
サーバと交信しない

伝送されるデータの通信量とサーバへの交信の回数を減らすことにより
ネッ トワーク ト ラフ ィ ッ ク最適化が改善されました。 繰り返し領域のレ
コードナビゲート を行う時に、 実行するコードがある場合か、 リフレッ
シュされることが必要なマスタ /詳細がある場合のみ、 NXJは、 ザーバと
交信を行います。

ドキュ メン ト

Javadocの改善 Javadocが改善され、 より多くのコード例が含まれています。
18

18



インスト レーシ ョ ン

NXJ に JDK をバンドル NXJは、 適切な JDK をバンドルするようになります。 JDKのインスタン
スは、 使用マシンインス トール済みのものや、 そのバージ ョ ンに干渉しま
せん。

スタンドアローン
NXJデモアプリケーシ ョ
ン

標準 NXJ インス ト レーシ ョ ンの一部としてフラ ッ ト ファイルデータベー
スと JDBC ド ライバを追加しました。 このフラッ ト ファイルデータベース
は、 このリ リースの一部に含まれる機能豊富な Order Inventory アプリ
ケーシ ョ ンで利用されています。

自動アップグレード 9.1の NXJ アプリケーシ ョ ンがオープンされると、 10.0 に自動的にアップ
グレード されます。
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